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平 成 ２ ９ 年 第 １ 回 長 南 町 議 会 定 例 会 

 

議 事 日 程（第３号） 

 

平成２９年３月６日（月曜日）午前１０時開議 

 

日程第 １ 議案第 １号 長南町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定について 

日程第 ２ 議案第 ２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定について 

日程第 ３ 議案第 ３号 長南町公共施設等整備基金条例の制定について 

日程第 ４ 議案第 ４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定について 

日程第 ５ 議案第 ５号 職員の勤務時間、休暇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 ６ 議案第 ６号 職員の育児休業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 ７ 議案第 ７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 ８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 ９ 議案第 ９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１０ 議案第１０号 長南町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

日程第１１ 議案第１１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１２ 議案第１２号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

             る条例の一部を改正する条例の制定ついて 

日程第１３ 議案第１３号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理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１４ 議案第１４号 長南町介護保険条例の一部を改正する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１５号 長南町道路線の変更について 

日程第１６ 議案第１６号 長南町道路線の認定について 

日程第１７ 議案第１７号 平成２８年度長南町一般会計補正予算（第５号）について 

日程第１８ 議案第１８号 平成２８年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 

日程第１９ 議案第１９号 平成２８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２０ 議案第２０号 平成２８年度長南町笠森霊園事業特別会計補正予算（第１号）について 

日程第２１ 議案第２１号 平成２８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２２ 議案第２２号 平成２８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２３ 議案第２３号 平成２９年度長南町一般会計予算について 

日程第２４ 議案第２４号 平成２９年度長南町国民健康保険特別会計予算について 

日程第２５ 議案第２５号 平成２９年度長南町後期高齢者医療特別会計予算について 
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日程第２６ 議案第２６号 平成２９年度長南町介護保険特別会計予算について 

日程第２７ 議案第２７号 平成２９年度長南町笠森霊園事業特別会計予算について 

日程第２８ 議案第２８号 平成２９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２９ 議案第２９号 平成２９年度長南町ガス事業会計予算について 

日程第３０ 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 

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

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 仁 茂 田  宏  子  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 唐  鎌  伸  康  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 

生涯学習課長 岩  﨑  利  之  君   

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

職務のため出席した者の職氏名 
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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） 皆さんおはようございます。 

  ただいまから平成29年第１回長南町議会定例会第６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。 

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

◎議案第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、議案第１号 長南町一般職の任期付職員の採用等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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １つは、知識・経験を生かすということにあるんですけれども、それはどういう職種

なのかということと、もう一つは、給与の違いは何なのか。 

  ２つ目の質問は、長南町の採用はどういう職種で、採用期間というのは、ここに年が決められているんです

けれども、どれくらいの時期なのか。そこのところについてお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質疑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） まず、職種の関係でございますけれども、全国の例を見てみますと非常に多くござ

います。ＩＴ関係、一般事務、医療、教育、広報、産業、徴税、土木、福祉と、町に関係する事務職とすれば

全て網羅されるような形で採用は可能だと考えています。 

  給与関係につきましては、まず特定任期付職員につきましては、条例で示させていただいてあるとおりの給

与表になりますし、また、一般任期付職員につきましては、一般職の給与表で示させていただいたとおりでご

ざいまして、給与の昇給等につきましては、一般職も経験年数等によって、これは少し上げることができます

ので、一般職と均衡をとる中で給与は決定をしていきたいと考えています。 

  期間につきましては、現在、来年度の職についてどのような職を採用するかというものは決まっておりませ

んけれども、基本的には３年なんですが、状況によって５年まで採用が可能だということで、その際に決めさ

せていただきたいと考えています。 

  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） いろんな職種があると思うんですけれども、長南町では実際にこれだけ高額になるわ

けですから、それはどういう職種が採用されるのか。今、課長が答えたんですけれども、ちょっとわかりませ
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んので、もう一度お願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質疑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） 今回、条例を制定させていただくわけでございますが、これに伴って何かの職を採

用するということは、現在まだ決まっておりません。これからいろんな町の事務事業を執行する中で出てきた

場合は、採用のほうを考えていきたいと思っています。 

  以上です。 

○１２番（和田和夫君） まだ決まっていないと、そういう考えでいいのかなというのが１つと、それと、この

採用に当たっては議会にかかわるということはないんでしょうかね。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質疑に対して答弁を求めます。だから、議会にかかるかかからないかって話

だよ。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） これは議会議決を要する案件ではございません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。 

  10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） 10番、仁茂田です。 

  今の件なんですけれども、それと号級なんですけれども、１から５までありますけれども、その採用時はい

きなり途中から入るのか。それとも５年、３年でもって、その号俸が加わっていくのか、号級が。とりあえず

今のところこの内容を見ますと、１つの項目に対して、あと困難だとか、特に特に高度とか、そういうのを加

えて号俸は決まっていますけれども、そこが１つの仕事で困難な仕事というのは、そこへ移ると２号級になっ

たり３号級になったりしますけれども、我々一般の人がすると、さっきも言ったように、その仕事の職種によ

って段階があると思うんですけれども、携わるね。だからそういう、要するに資格が甲と乙とのような、民間

でいうと甲乙というような資格の差があるみたいに、多分号俸で職種を宛てがっていると思うんですけれども、

この号級の決め方について伺います。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質疑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） この条例の第７条に規定している職員というのは、特定任期付職員になります。一

般職の場合は、先ほど申し上げたように一般職の給与表の適用に入ってきます。 

  この特定任期付職員の給与の関係でございますけれども、医療分野の医師であるとか、いろいろあると思い

ます。これは、うちの項目として初めて条例制定するわけですから、他の自治体だとかそういったものを参考

に、これから採用する場合は決めていきたい。この特定任期付職員につきましては、その号級で全ていくよう

な形になります。 

  高度の専門的な知識を有する者、高度の専門的知識とは、行政内部で得がたいような特定の専門分野におけ

る、高い専門性や実務を通じて得た経験だというような職種の方を採用する場合は、この特定任期付というこ
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とで、これは昇給とかはございません。 

  以上です。 

○１０番（仁茂田健一君） 今、昇給がないということはないでしょう。だからこれはいきなり、採用時にもう

いきなり３号俸とか、３号級とか５号級とかって、採用の時に決めちゃうんですか。 

  だからそれを聞くのに、最初は１号俸で採用して、それで２年たったから、一年一年で公務員というのは大

体号俸が上がっていると思うんですけれどもね。そういう関連でそうやって号級がついていく、５年採用、３

年採用というのか、これは特定任期付ですからね。それについて５号級とか３号級とか、年数が上がっていっ

てそういうふうになっていくのか。 

  ここにあるのはそうじゃなくて、説明すると、今の高度な職種に対して違いは困難だとか特にとか、それが

ついて号級がついているんです。特に何々、特に困難なとかね。その特にというと、また同じ職種で特にとい

うと、我々ちょっと、行政用語かどうか。だからその年数でやって号級が加わっていくなら納得なんだけれど

も、この仕事の特にとか、困難なとかというのは、困難な職種のために採用するんだから、みんな携わると思

うんですが。 

○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） まず、特定任期付職員の採用に当たっては、この号級が１号から２号、２号から３

号に上がっていくということはございません。その際に、採用のときに、ですから非常に困難と思われる職種

について、例えば３号俸であるとか、１号俸であるとか、そういったものですので近隣の自治体だとか採用し

たところを参考に決めていきたいと。 

  ただし、一般職については先ほど申し上げたように、昇給等は認められることになっていますけれども、こ

の特定任期付職員については、いきなり医療職であるとか、大学の教授であるとか、そういった方々を採用す

る場合、どこの号級が適当かということで、いきなりそこの号級を定めて採用するということになります。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

〔「わかんねえ」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 特定任期付職員については、今、特別な職ということでお話ししましたけれども、給与

体系については、要するに特定任期付職員については特別職というイメージを捉えてもらっていいんです。 

〔「それはわかるんです」と言う人あり〕 

○町長（平野貞夫君） ですから、昇給はありません。 

〔「いきなり、じゃあ、５号俸給だったら５って」と言う人あり〕 

○町長（平野貞夫君） そうです。そういうことになります。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） それはわかるんです。だからその判断は町長がすると思うんですけれども、採用の

ときにね。 

  そうすると、私が言いたいのは、特殊職ですから、こういう事業をやりたいんだけれどと案を立てるときに、
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そういう人たちの専門の人が立てるんだけれども、大体ここを見ると一般でも普通、高度の専門的な知識とい

うのを大体持っている人を雇うわけですから、大体平均的にその仕事に対してはみんな知っていると思うんで

すよ、事業案組み立てるの。そこへ今度は特にとか、そういうことが絡んでくるということは、その人を採用

する、その人がもし事業案をするのに県の部長だとか、そういうことをやっていた人が、県の平だったからあ

なたは１号だと、あなたは部長をやっていたから、じゃあ天下りみたいな、そういうあれで５号に決めるのか。

それは採用時にいきなりそうやって決めちゃうわけですね。わかりました。 

○議長（板倉正勝君） 町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 今言ったとおり、例えば現職を引っ張るときには、現給保障というようなことも踏まえ

て対応させていただくことになるんです。ですので、そういう状況だということでご理解をいただきたいと思

います。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ５番、森川です。 

  似たような質問になりますけれども、まず１点目は、こういう条例ができると非常に活用が、使いやすいと

思うんですね。ぜひ効率のために使っていただきたいと思いますが、その辺は何かはっきりしないんですが、

この条例ができたら、ほかにこの任用を活用したのは、来年度とか考えていないんですかね。とりあえずでき

たけれども使わないのか、それが１点。 

  もう一つは、同じ内容で５段階に分かれて、どこに当てはめるかというは非常に難しいと思うんですが、近

隣町村を見てとか、そういうお話ですから、最初はどこかにやって、これからの、俺のポジションはほかと比

べたら安いとか高いとかあると思うんですよね。そうした場合に、この５号俸あるやつを改定する場合は、や

はり条例改正で変えるのかなと。その辺についてどうやって変えていくのかなと。この２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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） この職員の活用につきましては、先ほど申し上げたように、現在決まっておりませ

んので、もちろんこの採用が適法で適当であるというような場合は、来年以降、当然採用させていただきたい

と思いますし、この特別職の給料につきましては、これは条例改正が必要になります。これは根拠として、国

家公務員の特別職特定任期付職員の採用、これに準じて給料表を定めておりますので、国家公務員の関係が改

正されれば、やはり条例のほうも改正のほうをお願いするということになります。 

  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） 条例を改正して対応していくと、２点目ですね。 

  １点目は今後について、まだ不明だということですけれども、そういう場面がありましたらぜひ活用くださ

い。 

  以上です。 
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○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１号 長南町一般職の任期付職員の採用等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２、議案第２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置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。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 第３条の（５）に公募による委員とありますけれども、要綱が条例に変わって、この公

募に関しては変わる公募の委員を新たに変わるかという、その点についてお聞きいたします。 

○議長（板倉正勝君） １点ね。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、森川議員さんのご質問につきましては、第３条第５号の公募による委員と

いうことで、これにつきましては、現在３名の方が公募の委員となってございます。したがいまして、この要

綱が発足したのが、去年の７月１日ということで、内容については今の委員さんが熟知しておられるというこ

とで、安定性を欠くといけませんので、内容をよく熟知しているということで、できれば現在の委員さんがそ

のまま移行という形で、第４回の最終の会議でも要綱から条例に格上げするという形でお願いはしてございま

すので、新たな公募による委員は現在のところ考えておりません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） ここでいう学識経験者というのはどのような人か、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。 
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  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 現在、委員の中で小橋さんという方が会長となっております。この方が学識経

験者ということで、農林省その外郭団体、そういった理事等も務めてございます。そういった方が去年から学

識経験者という位置づけで委員になってございますので、そういう方が学識経験者というものに該当するとい

うことで、ご理解のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） 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。 

〔「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。 

  最初に反対者の発言を許します。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ９番の加藤でございます。反対討論をいたします。 

  私はかねてより、要綱で設置した長南町立小学校跡地活用検討委員会は、条例の委員の意見を集約して、活

用案を町長に答申する委員会であることから、地方自治法第138条の４項第４の第３項に記す附属機関であり、

要綱で設置するのではなく、条例設置をと申し上げてまいりました。このたび条例案が提出されたことは、誠

によいことだと思います。 

  ところで、私は附属機関に議員がなることは好ましくないということも言い続けてきておるわけでございま

す。この理由についてでありますが、そもそも附属機関とは、執行部がその機関の案件を諮問し、意見をまと

めて答申する機関であり、あくまでも執行部の機関なのであります。一方、議会でありますが、我々は町長・

執行部がその答申を受けて提出される議案、案件について審査をする立場であり、その審査する立場の議員が

執行部の機関に入っているということは、二元代表制を崩し、議会の形骸化につながるもので、第３条第１項、

第２号で規定する議員を委員にすることは了承できるものではありません。 

  また、第３条では、委員全体の数を規定しておりますが、各種委員ごとに人数を規定すべきものではないか

と思います。この条例案第３条に５項を追加し、町議員は委員になることができないという条文も追加すべき

ものではないかと思います。 

  また、会議録の条項も追加をしていただき、発言内容・発言者名をそのまま記録・公開を望むものでありま

す。 

  以上の理由から、本条例案には内容の不備があると思われますので、反対をします。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 次に、原案に対して賛成の発言を許します。 
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  ８番、左 一郎君。 

○８番（左 一郎君） 議案第２号 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置条例の制定について、賛成の立場

で討論を行います。 

  長南町立小学校跡地活用検討委員会の設置目的につきましては、条例案第１条により、閉校となる４小学校

の活用について、町民及び有権者等から意見を判断材料とすることを主たる目的としております。その本意は、

住民目線による有用性の判断に重きを置きたいという意図を酌み取ることができます。また、小学校跡地未使

用期間が長期にわたるほど、時間に比例して劣化が進むことから、これまで再三にわたり言われておりますよ

うに、維持管理費等の観点からも、早期に活用を決定すべき懸案事項であります。 

  本件は、このような実情に対応し、組織構成も幅広く公平な視点で組織されております。また、議会全員が

参画することで、議会跡地活用研究会と情報を共有し、町が一丸となって跡地活用を推進するものと考えるこ

とから、本案件に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。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 反対討論をいたします。 

  この議案に、やはり加藤議員に似ておりますが、議決機関と執行機関の役割を曖昧にするという指摘は、審

議員会等に議員を入れると、委嘱するという、これは多くの自治体からも指摘が上がり始めております。これ

は、行政の判例でも違法ではないが適当ではないという判例も示されております。 

  そういうことを考えるに、やはり執行機関と議決機関は別々の機能を持っていると。そういう面からこれは、

議員は、第２項ですか、議員に委嘱する項目がありますが、これは必要ないと考えます。また、報酬の二重取

りもよく指摘される事項ですので、やはり議員としては自分たちの跡地研究会の中で勉強をするのが一番かな

と思います。そういう観点から、この条例には反対をいたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。賛成討論。 

〔「賛成討論さっきやったんだから。本当は反対討論はやらしちゃだめなんだよ。

賛成討論やったんだから。反対討論やってから賛成討論やるんだ」と言う人あ

り〕 

○議長（板倉正勝君） 賛成討論を許します。 

  じゃ、先に進みます。 

  討論ございませんか。 

〔「ありません」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 長南町立小学校跡地活用検討委員会設置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願います。 

〔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３号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第３、議案第３号 長南町公共施設等整備基金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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １点目は、この計画は何年の計画になるのか。それから、どれぐらいの額を積み立て

ていこうとしているか。２つ目は、いろんな公共施設がありますけれども、優先事業は何なのか。そこについ

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、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまの和田議員さんのご質問ですが、どれくらいの額を積み立てるのかという

ことで、１点目よろしいかと思うんですけれども、一応現在のところ、この特別土地保有税の６億円を積んで、

今のところの積み立ては考えておりません。ただ、この先また計画等が詳細になってきた時点で、予算の関係

もございますが、積み立てのほうはしていければなとは考えております。 

  またあと優先事業につきましては、当然耐震化の関係がございますので、役場また公民館を優先的に進めて

いきたいと考えております。 

  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） １番のどれくらい積み立てていくかですけれども、特別土地保有税の分だけでしかな

いと言います。果たしてそれでいいのかなと思うんですけれども、どうでしょうか。 

○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、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） 特別土地保有税６億円分だけでいいのかということでしょうか。 

  現在のところはその６億円の積み立てを考えております。この後、また計画等が詳細になってきた時点で、

どれぐらいのお金が必要になってくるかというのもわかってくると思いますので、その時点で予算の範囲内で

積み立てのほうはしていきたいと考えております。 

  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。 

  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。 
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〔「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 長南町公共施設等整備基金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４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第４、議案第４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定

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。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ２点お聞きいたします。 

  やはりこの（仮称）渡邉辰五郎基本計画検討委員会の設置条例、これも要領、要綱を格上げにして条例にす

ると。委員も１年ほど経過していると思いますが、委嘱の期限が切れるかどうかはっきりわからないんですが、

やはりまた引き継いで考えているのか。 

  そして、第３条の２の（５）前号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者とあるんですが、これに

ついては町で行う事業だという考えがありますので、この辺で公募というか、追加公募を考えがあるかどうか、

この２点についてお聞きいたします。 

○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） ただいまの森川議員さんのご質問にお答えいたしたいと思います。 

  まず、計画の検討委員会の構成メンバーの関係でございますが、28年度は基本構想の検討委員会ということ

で、要綱の制定をさせていただきまして対応させていただきます。森川議員さんのおっしゃるとおり、今後や

はり関係がございますので、基本計画の検討委員会につきましても、基本的には同じような人がやっていただ

くことが一番事務的にもスムーズに進むのではないかというふうに考えています。 

  ただし、やはり地域団体といいますか、地域の代表者といたしまして、区長さんという立場の方をお願いし

てございます。その長南２区、３区になりますが、区長さんについては毎年かわられてきますので、新区長さ

んにお願いするという方向で進ませていただきたいというふうに考えております。 

  それから、公募がというようなお話がございましたが、あくまで今回私どもの考えておりますのは、長南町

の町なかの活性化というか、町中を元気にしていこうというような、スタートはある地域の指定があるのでは

ないかというふうなところもございまして、その中での公募というのはなかなか、逆に難しいかなと思ってお
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ります。ですので、町なかの人を基本構想の検討委員の中でもお願いさせていただいてございますので、今回

も同様な形で、こちらのほうで選任をさせていただきたいなというふうに考えております。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。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） この渡邉辰五郎記念館につきましては、まだまだ町民の理解が得られていないという

ような、そういうふうに感じております。多くの町民の意見を聞くことも大事かと思いますし、もっと町民の

皆さんに理解を、理解不足の方が多くいらっしゃると思いますので、さらに周知もしていただきたいと思いま

す。また、そういうことをするためにも、広く町民アンケートとか、そういうこともやっていただければもっ

ともっと町民の理解が得られるのではないかなという、そういうふうに感じておりますけれども、その辺の考

えを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。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 渡邉辰五郎記念館の建設事業につきましては、今丸島議員がおっしゃったように、まだ

町民の皆さんには、この検討委員会という組織ができたということのお知らせしかしていません。中身につい

ては、まだしっかりとご説明していないわけでありますので、基本構想もでき上がった段階で、これから住民

の皆さんにしっかり説明をしていきたいというふうに思っています。 

  辰五郎記念館というと、要するに辰五郎さんの資料館というイメージが非常に強くなっています。私どもも

まだ説明していない中で、この資料館というイメージが非常に強くなって、資料館を町内外の人に来てもらう

と、そういう施設だというふうな思いをしている人がたくさんいるので、これは地方創生の中でこういう辰五

郎記念館事業というものが出てきたわけでありまして、私の本質的な考え方は、先ほど生涯学習課長からも話

しているとおり、町なかの衰退を何とか食いとめていこうと、町なかに人の流れをつくっていこうと、その拠

点にしたいということで考えた事業であります。それがたまたま地方創生の段階になって、こういう名称にな

ってしまったということでありますので、町民の皆さんのための施設と、そういうことでご理解をいただきた

いというふうに思っておりますし、そのように今後町民の皆さんにもお知らせをしていきたいというふうに思

っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 町長は、ふれあい通信とか、いろいろ発信してくださっているということはわかって

おりますけれども、町民の皆様のお声を聞きますと、なかなか理解しがたく、何かそういう「えっ」というお

声も聞きますので、こちら側と町民のギャップがすごくあると思いますので、その辺をまたギャップを少しで

も縮めて、理解をしていただくよう、ぜひ努力をしていただきたいなというふうに思っておりますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 要望ということで。 
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○１１番（丸島なか君） はい。 

○議長（板倉正勝君） 町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 貴重なご意見ありがとうございました。そのようにさせていただきます。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。 

  10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） 私の悪いくせで、またここで学識経験者というのがあるんですけれども、またその

ここでいう学識経験者というのはどういう人かということと、あと、この記念館といいますと建物であります

ので、建てた後の管理はどこがどのような形でやるのかを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。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） ただいま仁茂田議員さん、２つの質問だったかと思います。１つは学識経験者

ということでございますが、基本構想からまた引き続きというようなお願いをしたいと考えておりますので、

社会教育委員さん、また文化財審議会の代表から、また、小学校の校長先生にも前回からも入っていただいて

おりますので、そういう方も引き続きお願いできればというふうに考えております。 

  それからもう一つですが、できた後の管理ということですが、これについてはこれから、29年度に基本計画

を策定させていただきたいというふうに考えております。そういう中でも当然案件として上がらなきゃならな

いものだと思っております。町が最初から最後まで面倒見るというようなところではなく、委託関係とかそう

いう形で、また指定管理者とかいろんな制度がありますけれども、そういうものも考慮に入れながら、今後検

討をしていきたいというふうに考えています。今現在では、まだそういうところには、どういうふうにするか

はっきり決まったものではございません。今後の検討課題ということでご理解いただきたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

  ほかにございませんか。 

  １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） ちょっとお聞きしたいんですけれども、基本計画のエリアはどの辺までを考えているの

かお聞かせください。 

○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。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） ただ今の岩瀬議員さんのご質問、基本計画のエリアということでございます。

これは、物理的には長南町の町なかを考えます。あくまで町なかで、そうじゃなくて…… 

○議長（板倉正勝君） 場所は大体どこかということか。 

○１番（岩瀬康陽君） そうじゃなくて、基本計画のエリアは、例えばどの辺のことまでを指すのかなと思って

いるんです。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） どの辺のことを指すかというのは…… 

○１番（岩瀬康陽君） 僕の質問が悪かったですね。すみません。 
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○生涯学習課長（岩﨑利之君） 基本構想そのものは、ちょっと答え十分なのかわかりませんけれども、現在基

本構想を行って大詰めに入っておりますが、基本構想というものにつきましては、最終的な目標までのことも

考えながらつくる構想ということで考えております。 

  差し当たって、それでは次に、目的を達成するためにどういうことをやっていかなければならないかという、

少し具体的な形の計画をつくっていくものだということで、場所はあそこに建てたいというふうな考えでおり

ます。現在ですね。それをどういう形で建物を建設して、どういうやり方をしていったらいいんだろうかとい

うような、そういうところを主に考えていきたいなというふうに考えています。 

  町全体の、最終的には道路もどこをやったらいいんだろうじゃないかとか、こういう整備をしたほうがいい

んじゃないかというものは、基本構想では当然ながら最終的な目標ですから出てきますけれども、そこまでで

はなくて、基本計画では生誕の地、いわゆる現在の建てようとする場所に関して、どういうものをどういうふ

うにつくって、皆さんにどういうふうに利用していただければいいのかなというところを皆さんで検討してい

っていただきたいというふうに考えています。 

  ちょっとわかりにくいかもしれませんがよろしくお願いします。 

○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。 

  じゃ、１点要望させてください。 

  恐らくエリア的なものは、自分も後だと思っているんですけれども、あの周辺には保育園、河川、それから

長南小がありますので、それから東京家政大学との包括連携協定もございます。そういう面を考えた中で、あ

あいう河川とか保育園、それから小学校が一体となることによって、またここで相乗効果が出てくると思いま

すので、その辺もできれば基本計画の中に含めた中で、それが可能であるか否か、経費のこともあるんでしょ

うけれども、その辺も踏まえた中でぜひ少し計画を膨らませるというとおかしいんですけれども、多面的に考

えていただければなと思います。これは要望です。 

○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。 

  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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ９番、加藤です。反対討論を行います。 

  本条例案につきましても、先ほどの跡地活用検討委員会と同様に、地方自治法第138条の第４第３項に記す

附属機関であります。条例案が出されたことは、先ほども言ったとおり誠によいと思うところでございます。

しかし、先ほどの跡地活用検討委員会同様に、我々は町長、執行部がその答申を受けて提出される議案、案件

について審査をする立場であり、その審査する立場の議員が執行部の機関に入れるような紛らわしい委員構成

となっております。 
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  第３条では全体委員数を規定していますが、委員ごとに人数を規定すべきものと思いますし、第３条に第６

項を追加していただき、町議会議員は委員になることができないという等の条文を追加すべきものだと思いま

す。 

  また、先ほどのとおり、会議録の条項も追加をしていただき、発言内容、発言者名もそのまま公開を望むも

のであります。 

  以上の理由から、本条例案には内容に不備があると思われますので、また反対をします。また、議会におい

ては、既存の附属機関の状況を十分検討して協議を行うべきものであると思いますので、お願いを申し上げま

して、反対討論を終わります。 

○議長（板倉正勝君） ほかに討論ございませんか。 

  賛成討論入ります。 

  ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） ４番の河野です。この条例の制定に賛成をする討論を行いたいと思います。 

  本条例については、28年３月に作成をされました長南町まち・ひと・しごと・創生総合戦略に位置づけられ

ており、郷土の偉人記念事業を推進していく中で、その基本計画を作成するに必要な検討委員会を設置する条

例です。町民の憩いの場、東京家政大との交流の場の拠点として、長南町の町なかそのものを活性化を図ろう

とするものであることから、地域及び地域団体の代表者として、長南町の地元の２区、３区の区長さん方、あ

るいはケース・バイ・ケースによりますけれども、本案件の場合は議員も構成メンバーに加わることについて、

そのことによって地元の意見をより反映させる、受けとめていくという、そういうものとして必要だと考えま

すので、本条例の制定について賛成をしたいと思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 反対討論です。 

  条例のもう少し加えたほうがいいということで、私は反対討論をさせていただきます。 

  やはり、２号議案で反対したように、これは議員は入るべきではないと。今後、28年度は測量、29年は基本

設計、30年には基本設計と建設、31年には基本実施と、32年建設と。このような流れがあるというふうに聞い

ておりますが、建設にかかわる、これは執行部にお任せをする。議員としてはこれを審査していく。そういう

立場に明確に分かれているべきだと思っております。 

  そういう中で、公募者、先ほど町長もおっしゃいましたけれども、公募者をぜひ募っていただいて、町全体

の事業として捉えると。その地区の中でいることは構いませんが、公募者を数名でも入れていくと、そういう

条項を入れていただければ、私はよりよく進むと思いますので、このままの文面の条例では反対をいたします。 

○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。 
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  これから議案第４号 （仮称）渡邉辰五郎記念館基本計画検討委員会設置条例の制定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５、議案第５号 職員の勤務時間、休暇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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 介護休暇というのは、どれくらいの職員の方がとっているのか。この３年の間にどの

くらいとっているか、教えてもらいたいと思います。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 職員の間で介護休暇ということでございますが、現在までに介護休暇はございませ

ん。 

  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。 

  これから議案第５号 職員の勤務時間、休暇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。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、議案第６号 職員の育児休業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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 介護休暇と同じく、何人の職員がこの３年の間にとっているのか、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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） ここ３年ということで、正式な人数は覚えてはおりませんけれども、現在お二方が

育児休業をとられております。大体１年間の育児休業、１年から１年半ぐらいが多いと思います。 

  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。 

  これから議案第６号 職員の育児休業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。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては11時15分を予定しております。 

（午前１０時５８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１５分） 

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

◎議案第７号の質疑、討論、採決 
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○議長（板倉正勝君） 日程第７、議案第７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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 人事院勧告及び県の人事委員会の勧告が、直接議会の報酬等に関係してくるのか、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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 直接かかわるかということになりますと、議員の関係について人事院勧告からあっ

たわけではございませんけれども、過去から一般職、特別職、これに準じて議員のほうも同様に改正をさせて

いただいているということで、今回提案をさせていただきました。 

○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。 

  反対討論ですか。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 議員の報酬及びこれは年末の手当てなんですけれども、例え額が少なくても値上げは

必要なかったと思い、反対したいと思います。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。次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） ２番、御園生でございます。賛成討論をさせていただきたいと思います。 

  現在の経済状況は、緩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になっております。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、または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ございますが、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、賛成するものでございます。 

○議長（板倉正勝君） ほかに。 

  ９番、加藤喜男君。反対討論を許します。 

○９番（加藤喜男君） 議長のお許しを得ましたので、反対討論をさせていただきます。 

  先ほどお聞きして、議会には人事院の勧告、県の勧告は関係ないということでお聞きしたところでございま
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すが、財政厳しい状況にあると判断しておりますが、この中で町民よりふるさと納税等のいろいろ税金を町に

くれていただける中で、こういう財源が議員の報酬のアップにもつながっていくというように見られないこと

はないのではないかと思います。町民は厳しい目で議会の状況を見ておるわけであります。 

  今回は、町長より議案を提出していただいたわけで、本来であれば、我々自分たちの報酬でありますから、

自分たちでよく協議をして、状況を聞いて、自分たちで議案を出して、報酬を上げる下げるを出すべきではな

いかと思います。今回のように大した協議もなく、ほかに準じて軽々と給料を上げてしまうというのはいかが

かなと思いますので、今回は反対をさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  ５番、森川剛典君。賛成の討論を許します。 

○５番（森川剛典君） 賛成討論を行います。 

  これは、先ほど総務課長が説明されたように、人勧に準じているわけではないですが、やはりそういう一体

的なもので、上げたらどうですかというのが人事院勧告は示しているわけです。そういう中で、公務員、特別

職とかなっているわけですから、そういうものについて自ら辞退すると、そういう話ではなくて、やはり全体

のことを考えている中で、こういう勧告が出ていると思いますので、こういうものについては受け入れていく。 

  それ以外について、今後、議員報酬その他にかかわる部分、自分たちで決める部分については、またさらに

議会の中で検討した中でいいと思いますので、今回の場合はケースが違うと思うので、私は賛成したいと思い

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７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８、議案第８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。 

  ９番、加藤喜男君。 
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○９番（加藤喜男君） 上げる前でよろしいので、現行における町長・副町長の報酬、年間お幾らかお聞かせく

ださい。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁をお願いします。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 町長につきましては、報酬が月額78万8,000円で、年額945万6,000円となります。

副町長につきましては、報酬が63万9,000円の月額で、年間766万8,000円ということになります。 

  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） ありがとうございます。これには２回の賞与は入っておりますか。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 賞与は入っておりません。 

  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） 賞与もお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ただ今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） 町長につきましては、月額78万8,000円で、これが4.3カ月ということになりますと、

338万8,400円。副町長につきましては、274万7,700円ということになります。 

  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） ありがとうございました。 

○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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 議員報酬と同じく、引き上げの必要はないと考え反対をいたします。 

○議長（板倉正勝君） 次に、賛成の発言を許します。 

  ３番、松野唱平君。 

○３番（松野唱平君） 松野です。賛成討論を行います。 

  先ほどの議案第７号にもございましたけれども、人事院及び千葉県人事委員会では、公務員給与の引き上げ

を行う勧告がされ、長南町特別職の職員の給与及び旅費に関する条例の改正が、今回提案されたものです。常
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勤特別職においても、次の議案第９号の一般職と同様に、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、本改正に賛成するものでございます。 

  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〕 

○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 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９、議案第９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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） １つは、住居手当ですが、自ら住宅所有にかかわる職員は1,000円を削られてしまう

ようなわけなんですけれども、これは今現在何人が受け取っているんですか。 

  それから、扶養手当は、４月から3,000円が削られて、また、来年４月からは6,500円の半分になってしまう。

これは何人が影響を受けているか。まず、そこをお答えください。 

○議長（板倉正勝君） 和田さん、２点でしょう。 

○１２番（和田和夫君） はい。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 住居手当につきましては、大変申しわけございません、至急調べてお答えさせてい

ただきたいと思います。 

  扶養手当につきましては、現行でそれぞれあるわけなんで、配偶者、子供、父母等、子供の加算、配偶者な

しの場合の父母・子供というような形で扶養手当があるわけなんですが、今後は、傾向とすると配偶者につい

ては社会進出ということが言われている中で、段階を経て減額されるような形になります。平成29年４月には

１万円、30年４月には6,500円というように減額されるようになります。 

  また、逆に子供の扶養手当につきましては遡及されて、28年４月から7,000円、29年４月から8,000円、30年
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４月から１万円と、段階的に厚遇されるような形で多くなっていく実情でございます。そういったことでよろ

しくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 影響を受ける人たちが、やはり役場の中でも多いと思いますので、これはできればそ

ういうふうにしないでほしかったなと思います。 

○議長（板倉正勝君） 要望でいいですか。 

○１２番（和田和夫君） はい。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） 再任職員の級、何級というのをどこで決めて、再任の場合は多分級だけですね。昇

給はないわけですけれども、それと、再任と先ほど言った任期付の職員の給料が、任期付のほうがちょっと安

い、再任のほうが高いということなんですけれども、任期付職員は先ほど言ったように専門職、専門というか、

そういう特殊な資格を持っている人ということで、それに対して再任のほうが、再任ということは多分町を退

職した人を再任ということかお伺いします。 

○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） 再任用職員というのは定年退職した職員が、再度採用される場合、再任用職員とし

て、給与表に掲載をさせていただいています。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） それはわかりました。 

  あと、先ほど言ったように任期付と再任の場合、さっき言ったように再任の場合はやっぱりそういう専門職

というか、そういうあれができる人をするわけですけれども、再任の場合は行政関係だったらどこでも配置で

きるわけですよね。そういうことですね。 

  だから、それに対して給料が専門というか、そういうあれを持っている、技術というかそういうのを持って

いる人が安い。その違いを伺います。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 再任用職員については、要綱等の中で、課長職で退職された場合は何級というよう

なことを決めておりまして、一般職である場合は、一般職としての事務につけるということで、場所の指定は

ございません。よろしいでしょうか。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） それはわかりました。それは再任ですよね、再任の場合ですよね。 

  再任と先ほど言った任期付のあれが、任期付のほうが、それに対して専門職というかな、そういう職員なの

に、その給料の違い。一つ一つ見ても約３万ぐらい違うのか。そのくらい違うんだけれども、それはどうして

かということを伺います。 
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○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） 一般任期付職員につきましても、採用に当たっては一般職と同様に級別資格基準表

を定めておりますので、また、今現在いる職員の職務能力、こういったものとのバランスを考えて給料を決定

していきます。したがって、任期付職員、一番下に給料額定めておりますけれども、この給料額に対して、上

げることもできますし、上げて採用することもできます。 

  その中で、３年とか５年たった場合には、任期があるわけですから、その中で昇給等も考えられるというこ

とです。先ほど特定任期職員については昇給はできませんけれども、この一般任期付職員については、昇給等

は認められています。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） この任期付というのは特定ではないの。普通の一般の任期付。それと再任というの、

その違い。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 再任用職員というのは、現在役場の職員で60歳定年退職された職員が、再度役場に

残るという場合は再任用職員として採用することができます。一般任期付職員というのは、先ほど申し上げた

ように、例えば保健師であるとか栄養士であるとか、そういった人がいない場合は、改めてこの任期付職員と

して採用することができます。 

  この場合において、ここにそれぞれ給料月額決まっておりますけれども、その職歴であるとか、そういった

ものを考慮する中で給料は決定をしていくということでご理解をお願いします。 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。これで最後です。 

○１０番（仁茂田健一君） だから、わかりましたよ。再任と任期わかった、一般のあれわかったんだけれども、

先ほど言った特定と言われると、その特定職種というのは、じゃあ何になるのということなんです。 

○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。 

  総務課長、田邉功一君。 

○総務課長（田邉功一君） 特定とは、先ほども言ったように、やはり具体的な例を申し上げると、医師である

とか、研究員であるとか、そういった人を特別に採用する場合は特定任期付職員ということで、その方々につ

きましては、給料月額は決定をしているということです。 

○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。 

〔「先ほど和田議員……」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） すみません。和田議員さんの答弁をさせていただきます。 

  総務課長、田邉功一君。 
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○総務課長（田邉功一君） 先ほど和田議員さんの住居手当の関係でございますけれども、自分の持ち家に対す

る手当て1,000円の関係につきましては、10人が現在支給をされている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、オーケーですか。 

〔「はい」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） 先に進みます。 

  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９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１０号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第10、議案第10号 長南町税条例等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 長南町税条例等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願います。 

〔賛成者起立〕 
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○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11、議案第11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。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 11号で、保育料なぜ下がって、説明、Ｃ１だとかそういうのはわかったんですけれども、

実際どのくらいの方がその恩恵を受けるのかなと。それについて簡単に説明していただければと思います。 

○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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） では、何人の方が恩恵を受けるかということなんですが、一応この国の提言を

受けて、28年と29年が、今回まとめて条例を一部直させていただくんですが、29年度の減額方針によりまして、

３名の方が対象となってくるというふうに見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○５番（森川剛典君） はい、ありがとうございます。 

○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。 

〔「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１２号の質疑、討論、採決 
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○議長（板倉正勝君） 日程第12、議案第12号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準等を制定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12号 長南町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める

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１３号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第13、議案第13号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理に関する条例の一

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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 今回、野見金公園が新たに名称と位置の第２条に追加されたと。それから飲食を云々と

いうことで、この項も行為の制限の第３条に追加をしたということで、この条例、よろしいんですけれども、

どうもわかりにくい題名だなと思うのが一つございます。長南町ふるさとふれあい公園という公園がどこかに

おるのかなと。聞いてみるとないということで、実際は熊野の清水公園が、公園ができたあたりから指定して

あって、今回いろいろな諸般の事情がありまして、野見金公園を載せることになったということで、結論から

言えば、ふるさとふれあいという名前をとって、長南町公園設置条例で一発どんとやってくれたほうがわかり

やすいということを思うわけですね。 

  今回僕は反対して、これをどうこうと言いませんけれども、その辺十分、公園の設置条例、都市公園もあり

ましていろいろあるんでしょうが、検討していただいて、もうちょっとわかりやすい公園の設置条例にしてい

ただくといいのかと思います。どこかにふるさと公園というのがあるんだなと、どこにあるんだろうというこ
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とを思う人もいるかもしれないので、その辺のお考えをお聞かせ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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは今のご質問、お答えさせていただきます。 

  ふるさとふれあい公園という名称のことですけれども、これにつきましては、平成３年度に長南町ふるさと

ふれあい公園基本構想、基本計画というものをつくってございます。これは当時、国の地域づくり事業、自治

省から交付された１億円の基金を積み立てまして、長南町の地域づくり基金ということで積み立てをしました。

そのときに、基金は公園整備に使うという方針を出して、この基本計画を策定したわけでございます。 

  その中に、４つの公園の基本計画がございます。１つ目が笠森と野見金公園を含めた自然公園、千葉県の指

定の自然公園を含めた基本計画ということで、今回野見金公園の整備をその中でさせていただいています。そ

れから太鼓森公園、熊野の清水公園、これは整備が終わっております。また、能満寺古墳公園ということで、

今言った４つが基本計画に位置づけされているところです。 

  今回、その熊野の清水公園が以前整備されましたので、ふるさとふれあい公園の中の一つということで、条

例が制定されておりますので、今回そのふるさとふれあい公園の中に野見金公園も位置づけさせていただいた。

２つ目を位置づけさせていただいたということでございますので、ご理解いただければと思います。 

  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） ありがとうございました。 

  近隣市町村を見ましたら、ちょっと持ってくるのを忘れたんですけれども、市原市の公園条例が非常に何か

シンプルでよろしいなと思って、機会があればまた勉強していただいて、直していただければうれしいなと思

いますし、それはそれで、この２つの公園以外に、もう計画は云々として、この条例の中に取り込んでもいい

んじゃないのかと、親水公園とか名前がついているのが若干は知っていますけれども、そういうプラスで追加

条例に入れておいたほうがいい公園というのは、現時点ではないということでいいでしょうか。 

○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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 条例の中に追加する公園はということですけれども、今のところは追加する公

園は考えおりません。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○９番（加藤喜男君） 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。 
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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。 

  これから議案第13号 長南町ふるさとふれあい公園の設置及び管理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１４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第14、議案第14号 長南町介護保険条例の一部を改正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14号 長南町介護保険条例の一部を改正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１５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第15、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。 
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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。 

〔「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１６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第16、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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 新たに町道の認定をする路線があるということで、控え室に図面が用意されてございま

す。町道になるわけですから、現在は砂利とか、そういう非常に便の悪い道なんですが、その先に人が住んで

おると。宅地があるというような場合は、優先的にその辺を舗装改良していただけるのかどうか、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） いわゆる人家道ということかと思うんですけれども、生活に密着している道路

については、優先的に舗装等は実施していきたいと思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○９番（加藤喜男君） 了解しました。 

○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。 
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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。 

  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５４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１７号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第17、議案第17号 平成28年度長南町一般会計補正予算（第５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点だけ。収入の部の16ページ、諸収入の雑入の中に、西部工業団地計画跡地管理料

受入金とあるんですけれども、これは今年だけなのか、またその使い道はどこに入っていくのか、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。 

  財政課長、土橋博美君。 

○財政課長（土橋博美君） ただいまの和田議員さんのご質問ですが、まずこの西部の受入金なんですが、まず

今年だけかということなんですが、これにつきましては、西部工業団地の計画跡地を、企業庁より譲り受けま

した。そのときに、管理料的なものとしていただいてございますので、１回だけです。 

  それと、これ何に使うのかということですが、まだ未買収地等がございますので、またそちらのほうの境界

確認をしたときに、境界ぐいの打ち込みとか、場合によっては立ち入りの防護柵とかを設置するための費用と

いうことでございます。 

  以上です。 

○１２番（和田和夫君） はい、わかりました。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 
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  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 所管ではありませんのでお聞きします。 

  33ページの文化財保護費の（仮称）渡邉辰五郎記念館測量業務の委託料が三角でありますが、トータルお幾

らかかったかというのと、財源を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。 

  生涯学習課長、岩﨑利之君。 

○生涯学習課長（岩﨑利之君） 33ページの（仮称）渡邉辰五郎記念館建設予定地測量業務委託料のことだと思

いますが、こちらにつきましては、34万2,000円の減額ということで、当初は450万円の予算をいただいてござ

いました。昨年の12月27日に契約させていただきまして、落札額が415万8,000円ということで、セントラルサ

ーベイさんと契約させていただきました。そのような契約から34万2,000円の減額でございまして、国の補助

金が50％ございますので、その分の減額というようなところでございますので、ご承知願いたいと思います。

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。 

  14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 26ページ、有害鳥獣駆除報奨金、これは先般イノシシかける捕獲員というの、その人

に頼んだところ、その人が俺たちはそういった仕事をしていても保険金も何も出ないんだよということで、担

当に聞いたら、保険には入っているということを聞きましたが、死亡時は幾らぐらいの保険に入っているのか、

けがの程度によってはまた保険金額違いますから、どのくらい保険に入っているのか、お尋ねします。 

○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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） お答えしたいと思います。 

  わな従事者の方の保険の関係ということで、死亡の保険の金額ということですので、500万円程度というこ

とになります。 

〔「けがは」と言う人あり〕 

○農地保全課長（松坂和俊君） けがは治療で、治療をすれば治療費に対して保険がおります。あとは通院と入

院ですか。入院は5,000円だったと思います。そういった程度の金額ということでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） その当事者は保険が出ていますけれども、一緒に、一人じゃ危ないからついてきてく

れということで、一緒について行った人、それがまたそういった事故に遭った場合、そういった人の保障とい

うか保険というか、そういったところまでついているんですか。 

○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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 一緒に行った方については、保険の対象にはなりません。出ません。イノシシ

のわな、従事していただいている方に対しての保険ですので、そういったことでご理解いただきたいと思いま
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す。 

○議長（板倉正勝君） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） そうしますと、とにかく一人じゃ危ないということで誰か必ずつけていく、ついてき

てもらう。そういった人たちに保険がおりないということは、そうすると俺はこんな危ないことやっているん

だよと。近隣のところで捕獲員が何か牙に刺されて事故があったということもその人は言っていましたけれど

も、そういった中で、一緒に、一人で行くわけにいかないから必ず誰か連れて行くんだということを言ってい

ました。その方に保険もかかっていないということは、これじゃどんどん俺らやらなくなるぞと。こういった

ことも言っていました。 

  そうしますと、その人たちが協力してくれないと、ますますイノシシがふえて、被害もふえるということに

なると思いますが、一緒に行った方にも保険が出るような対策とかそういったものを、３回目ですので、ひと

つお願いできればなということで、質問を終わります。 

  要望という形でいいですか。 

○議長（板倉正勝君） 要望で、はい。 

  ほかにございませんか。 

  ２番、御園生 明君。 

○２番（御園生 明君） 32ページの一番上なんですけれども、学校施設整備費、委託料なんですが、校章・校

旗・校歌制作委託料。校章・校旗はわかるんですけれども、校歌のほうはできたのかどうか。それと、校歌を

お聞かせ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。 

○２番（御園生 明君） 内容を教えていただきたいと思うんですけれども。 

○議長（板倉正勝君） 学校教育課主幹、浅生博之君。 

○学校教育課主幹（浅生博之君） 校歌のほうにつきましては、先月完成したところで、今学校のほうに内容を

お知らせしてあるところです。 

  議員の皆さんに対しましては、また折を見まして、入学式の場所で児童が歌うようになると思いますので、

そこで一緒に聞いていただければと思っております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○２番（御園生 明君） はい、わかりました。 

○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２点、まず31ページの小学校費、学校管理費の中の14節、これ使用料なんです

けれども、車借り上げ料として100万円が減額になっているんですけれども、これはどんな目的で計上してあ

って、何で今回、どんな理由で減額するのか教えてください。 

○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。 

  学校教育課主幹、浅生博之君。 
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○学校教育課主幹（浅生博之君） ただいまの質問につきましては、球技大会、音楽発表会、陸上競技大会、小

小連携事業のための民間バスを当初計上させていただいたんですけれども、町バスの利用が、かなりできたと

いうことで、今回、民間バスの使用が少なかったということで減額させていただきました。 

  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） もう一点聞かせてください。 

  同じく31ページで、教育総務費の中の事務局費、19節負担金、この海外交流研修事業費補助金243万7,000円

減なんですけれども、これは当初何名の定員で実施しようと考えていたのか。それから、減になったその理由、

今後の対策等はあったらお聞かせください。 

○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。 

  学校教育課主幹、浅生博之君。 

○学校教育課主幹（浅生博之君） 当初でございますけれども、生徒20名、引率２名、予算にしますと当初の見

積もり、予算当時の見積もりでは、町の補助といたしまして27万掛ける20名で、引率が35万7,000円の２名の

当初予算でございました。合計611万4,000円、22名でした。 

  その減額の理由ですが、まず、原油価格がかなり下がったということで、航空運賃が安くなりまして、あと

燃油サーチャージャーというんですか、それがかからなくなったということで、通常１人１万円ぐらいかかる

ようなんですが、そういった理由で減額が大きな理由で、生徒の実績も20名募集して、当初20名希望あったん

ですけれども、前日の病気等があって、18名に少なくなりまして、そういった理由で減額となりました。 

○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。 

  これから議案第17号 平成28年度長南町一般会計補正予算（第５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１８号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第18、議案第18号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に
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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18号 平成28年度長南町国民健康保険特別会計補正予算（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１９号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第19、議案第19号 平成28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。 

  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28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。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２０号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第20、議案第20号 平成28年度長南町笠森霊園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20号 平成28年度長南町笠森霊園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２１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第21、議案第21号 平成28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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ７ページの事業費、施設管理費の修繕費でございます。当初400万の予算に対してさら

に160万が載っかるということでよろしいんだと思うんですが、修繕の主な内容と、今後どういう修繕が出て

くるんだろうという予想みたいのがわかればちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

○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） ただいまのご質問、今回補正いただきます161万3,000円の内容ですけれども、

事業が始まった当初から、まだ設置されているマンホールポンプの中にありますポンプとか、処理場の中にあ

りますブロアー、そういうものが供用開始のときから設置されたものがあります。そういうものが耐用年数、

一般的な耐用年数を過ぎておりますので、今回交換したいということで追加をお願いしたものでございます。 
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  今後のまた修繕につきましても、やはりポンプ等もメーカーがいっている耐用年数は８年から10年、その程

度の耐用年数となっておりますので、やはり今後もポンプの交換とか、マンホールの中にはフロートスイッチ

というものがあります。推移が上がるとスイッチが入ってポンプが作動するというスイッチもあります。そう

いうものの交換が今後も続いて出てくるということでございます。 

  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） ありがとうございます。 

  そういう古くなってきた、回転機器類が入れかえの時期に来ることもあるということで言えば、今後ともこ

の四、五百万の修繕費はかかるだろうということでしょうかね。わかりました。 

  あと、今年のこの中で、各地に回転灯がついていて、異常があった場合に回転が、テレメーター等で連絡が

来るのかもしれませんけれども、今年のこの使った中で、何基ぐらいそういうモーターとかフロートスイッチ

とかあったのか。大体で結構ですから、台数が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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 今年も、ポンプの交換とかフロートスイッチの交換はさせていただいておりま

す。ちょっと取りまとめてはしてなかったんですけれども、ポンプについても、四、五台はあろうかなと思い

ます。 

  それから、フロートスイッチについても、三、四カ所の修繕はありました。 

  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。 

  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28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。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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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22、議案第22号 平成28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22号 平成28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２３号の質疑 

○議長（板倉正勝君） 日程第23、議案第23号 平成29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） １つは歳入についてなんですけれども、平成22年度の予算額と比べて、町税の中でも

町民税が9,450万円減額になっているんですけれども、その中で特に農業所得の中、とりわけ農業収入に占め

る減反の補助金は昨年半分が削られて、2017年度で廃止されてしまいます。米消費の減退や米価下落の影響を

受けて、生産力は国全体で農産物全体の２割にとどまっています。 

  また、農家の大半は耕作面積が１から２ヘクタールと小さく、平均年齢が70歳に達しています。野菜や果樹

などの担い手と比べても、持続性が危うくなっており、補助金の大幅な見直しが必要となっております。この

減反補助金は、町の収入に直接的には農家収入の減としてなくなってくる、または農家は次の肥料についても

先に農協等への注文がありますから、この減反補助金がなくなって、長南町の収入が町税の分が影響を受ける

と思うんですけれども、それについての考えはどうなんでしょうか。お答えください。 

  ２つ目は、地域公共交通の38ページです。この計画の委託料655万円は、何社に見積もりをさせたんでしょ

うか。 
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  ３つ目は多面的機能支払交付金について、73ページ。4,592万3,000円、平成27年度は4,037万円、町の負担

は24.3％。それから平成28年度、町の負担は24.8％。今年から国の負担金がなくなっています。この中でも

462万円ふえている、その理由についてお答えください。 

  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。 

  １点目、産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） 最初のご質問で、私のほうは減反の関係を回答させていただきたいと思います。 

  和田議員さんからのご質問は、国の制度であります経営所得安定対策の中に、米の直接支払い交付金、１反

歩当たり7,500円交付金が出るという制度がございます。これが29年度までは支給されますけれども、30年度

から廃止ということで、減反政策がここで一つ廃止になるわけでございます。まだ、29年度までは交付されま

すので、国のほうも米価の安定を図るためにも、どういう施策をしてくるのかというところが、まだはっきり

していないところであります。農家の所得とすれば減るわけですので、町としても国・県の動向を見させてい

ただきまして、町の米の生産方針を検討していきたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ２点目、企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 和田議員さん２点目の質問の、38ページの委託料の関係、地域公共交通再編の

実施計画策定委託料における予算計上における関係で、何社に見積もりをさせましたでしょうかということな

んですけれども、予算見積もりにつきましては、１社のほうから見積もりをさせていただいたところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） ３点目、農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 和田議員さんの多面的支払い事業の増額の理由と、財源の割合の関係ですけれ

ども、まずこの事業につきましては、増額の理由は、例えば実施地区の保全の活動がふえているということで

ございます。具体的に申しますと、平成28年度当初予算実施地区は16地区ございまして、28年度中に３地区ふ

えました。保全協議会立ち上げていただいて、３地区ふえて、最終的には事業費的には4,172万3,000円となっ

たところでございます。 

  29年度ですけれども、さらに２地区ふえまして、新年度は4,592万3,000円。要は保全活動する面積によって、

交付金の事業費が決まってきますので、活動地区及び保全の面積がふえたということで、その事業費の増とい

うことでご理解をいただきたいと思います。また、この事業につきましては制度化されておりますので、財源

につきましては、国が50％、県と町が25％、この負担割合は変わっておりません。今後もこの割合でいく予定

でございます。 

  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） 農家の収入が減って、それが町の町税に影響を受けるわけですから、国の動向を早く

見て、何らかの対策をとってもらわなければいけないと思いますので、それは要望で挙げておきます。 
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  それから、歳出についてです。 

  地域公共交通の委託料、１社ということなんですけれども、出されてきたこの間の計画を見ていても、やっ

ぱり長南町にあって主体的につくっていくわけですから、こういうところこそ職員の皆さんの知恵と力が発揮

される、そういう場所ではないかと。しかもこの１社しか競争をさせなかったというのは、やっぱり問題があ

ると思うので、これからどうしていくのか、こういういろんな計画が出てくるんですけれども、もっとやっぱ

り職員ばかり言っていますが、職員の知恵と力を集めてやっていくことはできないのかということです。 

  それから、多面的機能支払い交付金について、28年度に３カ所、今年、29年度に２カ所ふえるというんです

けれども、そうするとかなり実施していると思うんですけれども、あと残っているというのはどれぐらいある

んでしょうか。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。 

  農地保全課長、松坂和俊君。 

○農地保全課長（松坂和俊君） お答えいたします。 

  この事業は、対象農地が農振農用地、農振地域が対象となります。ですので、その面積によって事業費が決

まってくるわけですけれども、農振地域は狭い場所とか、その辺の地区については、この事業を実施していな

いという地区は８カ所、８地区程度あると思います。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。 

○農地保全課長（松坂和俊君） 土地改良を実施した地区につきましては、ほとんどこの事業を実施していると

いうことでご理解いただきたいと思います。 

  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） ２点目の、もう少し委託関係につきましては、町の職員の知恵と能力を結集し

て、もうちょっと安くするべきではないかというようなご意見だったと思います。 

  この件につきましては、前年の地域公共交通網形成計画、これにつきましては、400万弱の予算をいただき

まして、私の記憶で380万円ちょっとで契約したというふうに記憶してございます。第２年度は、地域公共交

通網形成計画でご説明したとおり、次につながるかけ橋として、国交省の指針どおりに、今度は再編実施計画

という形で具体的なものに推移していくことになるわけです。 

  前回も、いろいろな地域公共交通網の28年度のアにつきましては、職員、我々が主体となって次の再編イメ

ージとか、そういったものは中心となり、関係する茂原市との巡回バスの施策、そういったものは我々具体的

に茂原市さんに働きかける中で、そういうようなイメージ案を作成してきたところでございます。 

  第２年度もこういった中で、それを発展系という中で、もちろん和田議員さんがおっしゃられる職員の知恵

と能力、そういう優秀な職員もいますので、そういう職員の力を十二分に発揮する中で、この形成計画も策定

していきたいというふうに考えておりますので、ご理解のほど、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○１２番（和田和夫君） わかりました。 
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○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 77ページの観光費の中で、200万円で笠森町営駐車場トイレ整備工事実施設計業務委託

料ということで計上されております。この場所、内容等をお聞きするのが１点と、次のページの工事請負費の

金額なんですけれども、野見金公園整備工事ということで50万があるということで、これのご説明をお伺いし

たいというのと、その下の町観光費補助金が、これ減額、去年は330万だったかなと思いますけれども、何か

220万が、減ったのかどうか。負担金補助及び交付金の町観光協会補助金の金額の件と、93ページ、学校施設

整備費の普通教室等空調工事の2,000万円ですが、中学校費ですが、中学校を冷房するということで、そうい

う内容だと思いますが、執行方法と何をエネルギーとして冷やすのかなと、ガスとか電気とか、そういう意味

ですね。 

  それから、近隣市町村の中学校における冷房の状況がもし、郡内でわかれば、うちが一番進んでおるとか、

これから進むとか、茂原はまだ全然だとか、そういうのがもしわかれば、また後で聞いてもいいんですけれど

も、わかる範囲でお教え願いたい。 

  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、１点目の77ページ、観光費の中の笠森町営駐車場トイレ整備工事実

施設計業務委託料200万円についてでございますけれども、これにつきましては、笠森の町営の駐車場のとこ

ろにありますトイレ、古くなってきておりますので、場所を変えて新しくトイレの整備、建設をしたいと考え

ております。場所につきましては、ここだというところはまだ決めておりません。駐車場あるいは駐車場付近

に選定して決めたいと考えております。 

  ２点目の78ページですけれども、15節になります。野見金公園整備工事50万円でございますけれども、この

内容につきましては、街路灯を公園内につけたいと思っております。今回、休憩所、トイレも整備させていた

だきましたけれども、夜間暗いということで、街路灯を数本つけたいと考えております。 

  同じく78ページの町観光協会補助金220万円です。昨年に比較しますと、110万円ほど減額になっております

けれども、昨年が例年より多くいただいたわけです。その内容は、避難路の整備をさせていただきましたけれ

ども、土どめの整備もするということで、昨年が例年より多くいただいていたということで、今回は平年並み

に戻ったということでございます。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 学校教育課主幹、浅生博之君。 

○学校教育課主幹（浅生博之君） 93ページの工事請負費、空調設備ですけれども、中学校の普通教室の９クラ

ス分の設置を考えております。執行の方法については、入札でお願いしたいと思います。 

  また、ガスか電気かということなんですけれども、集中型ではなく教室ごとに、そのベランダに室外機を置

くタイプを考えておりますので、電気式となります。 

  近隣町村ですけれども、把握しているのは長生村で中学校・小学校全クラスと、白子町でも中学校・小学校
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全クラスに設置されているようです。 

  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） もう一度確認ですけれども、長生村と白子町ともう一個、最後ちょっと聞き逃しました

が。 

○議長（板倉正勝君） その２町村です。 

○９番（加藤喜男君） いずれも小・中学校は入っているということですね。ということはそれ以外はほとんど

ないと言ってもいいんですかね。郡内、その３町村以外はほとんど冷暖房なしと。そのように理解をしました

ので、また間違っていれば教えてください。 

  一番初めに聞いたトイレの話ですが、これは笠森観音堂のところにある町の駐車場のトイレということでよ

ろしいですよね。それで、ドライブインに隣接した左の山の下にあるトイレだということで理解しますが、そ

れが古くなってきておると。観光施設はトイレが、課長とも話しましたけれども、非常に重要で、町長とも話

しましたけれども、やっぱりいいトイレがないとお客様がなかなか寄ってくれないし、トイレがあるから来る

ということも十分ありますので、200万という金額でどこが設計するかわかりませんけれども、できれば何社

かいろいろとってみて、いろいろプランを出させてもらって、場所についても今のところはいかがかなと、山

の下でもあるしじめじめしているということで、町のトイレだか何だかよくわからない感じもありますので、

さっき課長が言ったとおり、場所を少し変えるか何かして、こぎれいなトイレに寄っていこうと、バスが寄っ

てくれるようなこともよろしいんじゃないかなと思いますので、有効にこのお金を使って検討していただきた

いと思いまして、終わります。 

○議長（板倉正勝君） いいですか。特に答弁もらいますか。 

○９番（加藤喜男君） 先ほど、本町と白子町と長生村以外の小・中学校には冷暖房はないということで理解し

ましたけれども、それでよろしいですね。 

○議長（板倉正勝君） 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） 今のご質問なんですが、教室のことでしょうか。 

  学校の中にさまざまな教室があるわけで、職員室であるとか校長室、それからパソコン室、図書室、そうい

ったところから設置をする学校が多いようでありますので、そういったところは多くの市町村で整っています

が、教室のほうまで整っているところは、今名前が出たところと、動きとしては長柄町のほうもというような

ことも聞いております。 

  以上でよろしいでしょうか。 

○９番（加藤喜男君） 普通教室でした。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） ５番、森川です。２点お聞きします。 

  まず56ページ、児童クラブの予算、こちらのほう4,300万、5,000万には届きませんけれども、この辺は詳し
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く予定は説明されておりません。今年度設計計画があった中で、出るということなんですが、私はまだもう少

し準備してからで、ゆっくり計画してからでいいと思うので、要らないような立場でお話ししたいと思うんで

すが、これについて要望もあったということですが、場所も400メーター、５分ぐらい、こういう経過を１年、

２年見たり、あるいは他の自治体を見ると児童クラブと、この間のコミュニティースクールじゃないですけれ

ども、我孫子クラブとか、わくわくクラブとか、コミュニティー、いろんなところで合体したものもやってい

るので、もっといいものを建てたほうがいいのかななんていう考えなので、せっかく4,000万使って、ただ移

動するだけではもったいないなと思うんですが、その辺の理由をお聞かせください。 

  それともう一点、98ページの郷土資料館の屋根の改修工事410万円、これは前にもやはり屋根の改修を行っ

たと思うんですが、非常にランニングコストがかかってきていると思います。この間いただいた公共施設総合

管理計画の中では、長南町郷土資料館は施設の老朽化、学校教育と連携した利用等を踏まえて、施設のあり方

について検討を行いますとありますので、どうしてもこれを支出しなければ雨漏り等あるとか、その辺も踏ま

えて、できれば資料館、この間初めて利用者を見ましたけれども、本当にあれが改修費、ランニングコストを

かけながら必要なのか。ほかに移設したほうがいいんじゃないかなんて考えもありますので、その辺の必要性

についてもお聞かせ願いたいと思います。 

  以上、２点です。 

○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。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは説明させていただきます。 

  まず、現在の児童クラブなんですが、暫定的に旧幼稚園を利用しておりますが、この児童クラブの設置場所

については課題の一つと考えております。平成26年度に作成した子ども・子育て支援計画の中にも、小学校の

統合のメリットを最大に生かして、立地場所を確保していこうという検討課題として挙げさせていただいてお

ります。 

  平成27年６月に森川議員から今後の児童クラブのあり方について、一般質問があったときには、頭の中では

今の統合小学校から旧幼稚園は近くなるということで、当面はそこを使う予定であると答弁させていただいた

ところでございます。実際に場所を確認して、実際に歩いてみますと、距離は600メーターあり、奥まった場

所にあり、人目もなく、低学年が自力で通わせできないと感じたところでございます。 

  その後にいろいろ、現在子供をお持ちのお母さん方と話す懇談会を持つ機会もありまして、真っ先に出たの

がこの児童クラブの問題でありました。実際に奥まったところで、非常に目も届かない。今の状況だと預ける

に預けられないという、そういう厳しい指摘とか、もっと何とかしてほしいという熱い要望でありました。 

  その中で折しも、まち・ひと・しごと総合戦略を作成している時期でございましたので、これを解消すべく、

この基本目標の一つに移設を挙げさせていただいて、このまち・ひと・しごと総合戦略の中に位置づけをさせ

ていただいたところです。 

  今現在、今すぐやらなきゃいけない事業かということになりますが、一応本格的に検討を始めまして、補助

金のあることがわかり、そして統合小もこの４月に開校するということ。あとこの児童クラブについては、小

学校がある限り必要な施設だというふうに考えております。それらを総合的に考えまして、今回、平成29年度
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で実施させていただきたいと思っているところでございます。 

  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） ２点目の資料館の屋根の工事。資料館はご承知のとおり建物自体はしっかりし

ているんですけれども、屋根につきましては、もう既に去年も蜂の巣が中につくられたり、腐食してしまいま

して、今の状態で西側、北側のほうから大風が入ってくると、屋根がいつ飛ぶかわからない状態になっていま

す。 

  そういう状況で、すぐ隣は県道がございます。そういう立地条件の中でもしそのような事故が発生してしま

うことは、大変遺憾なことだと思います。最低限の工法で見積もりをさせていただきまして、危険のないよう

な形にしたいということで、今回410万円の事業費を計上させていただきました。ご了承願いたいと思います。

また、ご理解をお願いしたいと思います。 

  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） 29年度に実施したいということで、当然それで予算が載るんでしょうけれども、本当に、

でも建てかえだけ、もう少し中身について、これは設置費も全部当然含めてでしょうけれども、中に入れるも

のとか、全部は関係ないですね。その確認と、やはり内容の問題だと思っていますね。児童クラブを早急につ

くるのは賛成なんですが、それにもっと踏まえた小学校教育のコミュニティーとか、そういうものを勘案した

中、場所を航空図で見ると、もう少し場所も考えられるかなと。割と悪くはないけれども、もっといいところ

がありそうな気もいたします。 

  それと、２点目は将来性ですね。もう少し本当に考えてからというふうに考えます。実際にあそこには私も

四、五回行かせていただきました。旧幼稚園のところ。鬼の出前関係、節分関係で、ちょっと総代の仲間さん

７名ぐらいで豆まきに行ったんですが、そのときは今年は４名、その前は８名ぐらいかな。非常にまだ利用者

が時間帯によってはそんなに多くはない。たまたま４名のときはインフルエンザという話もありました。その

とき、子供たちが園庭からわーって元気に走ってくるんですね。そういう遊ぶ場所もほんのちょっと明るくす

れば大丈夫かなと。だからもう少し検討したほうがいいという考えは変わっておりませんので、最初の分の質

問だけお伺いします。 

  それから２点目、資料館について、大風で飛んだら危ないんでしょうけれども、公共機関、書いてあります

から、実際に本当にランニングコストですね。いつまでそういう、この410万円をやればもう出てこないのか。

そういう長期的な展望のもとに改修も考えていただきたいと。壊れたらやる、壊れたらやるで、じゃあやって

いくと公共施設のランニングコストがつくった３倍ぐらいかかると。非常にそういう問題も整理していただい

た中で挙げていただいているというところをお聞かせ願いたい。ただ壊れたから直すというと、将来的なこと

も踏まえてという話でやっていきたいところです。 

  以上２点。 

○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。 
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○保健福祉課長（荒井清志君） まず、児童クラブの中身ということのご質問があったかと思うんですが、今設

計というか、児童クラブというのは各地で建てられていますけれども、大まかな中の間取りであるとか内容と

いうのは決まっております。それに応じて補助金もいただけるという形になりますので、今の段階ですと概略

的な設計をして、幾らかかるかというのを見積もらなければいけませんので、概略的な設計をさせていただい

ております。 

  今後の内容ですけれども、一応プレハブでつくりたいというふうに考えています。その中で、今回の内容に

ついては、入札をかけてから、概略設計は出しますけれども、あと内容については建設会社が決まってから内

容を詰めるというようなものも出てきますので、ご理解いただきたいと思います。 

  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） 屋根の工事ですけれども、一応上からかぶせるような、基本的な形で工事を考

えています。これによって、20年、30年ぐらいはもつだろうというようなお話も伺っておりますので、一番安

価な工事でございましたけれども、こういう形で進めさせていただきまして、少しでもまた今のものを維持し

ていきたいというふうに考えています。よろしくお願いします。 

○議長（板倉正勝君） ５番、森川剛典君。 

○５番（森川剛典君） 今の答弁で考え方はわかりましたので、了解しました。 

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

◎動議の提出、予算特別委員会の設置、議案第２３号の予算特別委員会への付託 

○議長（板倉正勝君） 10番、仁茂田健一君。 

○１０番（仁茂田健一君） 議長、動議を提出します。 

  ただいま議題になっている、議案第23号 平成29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。 

○議長（板倉正勝君） ただいま仁茂田健一君から、議案第23号 平成29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、これに付託して審査することの動議が提出されま

した。この動議は所定の賛成者がありますので、成立しました。 

  仁茂田健一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、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、これに付託して審査すること

の動議は可決されました。 

  このまましばらく休憩します。 

（午後 １時５９分） 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○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５９分） 

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

◎議案第２４号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第24、議案第24号 平成29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。 

  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） 子供は支払い能力がないのに、基礎分として２万4,000円、後期高齢者支援金として

１万円の均等割がかかっています。就学前・小学生・中学生・高校生の子供たちが払っている額はどれくらい

になるんでしょうか。 

  ２点目は、国保の都道府県化が2018年度から実施される予定です。都道府県で千葉県の標準保険税額は、１

人当たりの保険税額は試算されて幾らぐらいになるでしょうか。また、長南町の国保税は幾らぐらいになるか

教えてください。 

  以上お願いします。 

○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。 

  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、国民健康保険税につきましては、地方税法及び長南町国民健康保

険税条例に基づきまして、世帯主に課税をさせていただいておりまして、ご質問の内容になりますが、就学

前・小学生・中学生・高校生の該当人数と基礎分及び後期高齢者支援金の金額はそれぞれ幾らですかというよ

うな質問だと思います。 

  それでは、平成28年４月１日現在の本町の国民健康保険加入者2,589人のうちで申し上げますと、就学前は

41人の基礎分98万4,000円、後期高齢者支援金分は41万円です。小学生は58人の基礎分139万2,000円、支援金

分58万円、中学生は40人の基礎分96万円、支援金分40万円、高校生は42人の基礎分100万8,000円、支援金分42

万円でございます。全体といたしますと、181人となりまして、基礎分の合計が434万4,000円、後期高齢者支

援金分が181万円となっております。 

  ２点目の質問でございますが、平成30年度からの都道府県化になった場合の、千葉県の標準保険税額の資産

状況はどうですかという内容でございますが、２月24日付で県から通知が届いておりまして、その内容では、

国の取り扱いの変更などがあり、資産状況の検証を行う必要が生じたため、今年度は公表を行わない予定とい

う内容で通知が来ております。 

  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） 全体では基礎分で434万4,000円、また後期高齢者支援分として181万円、やっぱり子
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供の負担能力がない、そこのところを考えて、この負担については考えていくべきではないかと思いますけれ

ども、どうでしょうか。 

○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。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 先ほども申し上げました国民健康保険税につきましては、地方税法またある

いは長南町国民健康保険税で定められておりますので、その法に従いまして行っていく予定でございます。 

  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。 

  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） 国保はほかの協会健保などの公的医療保険に比べて、高齢者や低所得者層が多く加入

する構造的な問題を抱えています。その結果として、高過ぎる保険料や財政悪化につながっています。高過ぎ

る保険料は必要な医療を受ける大きな障害になっています。保険税の引き下げは喫緊の課題です。国に対して

国庫負担を大幅に引き上げるように要請し、また、一般会計からも繰り入れをして保険税を引き下げるべきで

す。 

  低所得者に対する保険者への財政支援として支給された分は、保険税の減税に充てるべきだったと思います。

また、支払い能力がない子供に対して基礎分２万4,000円、後期高齢者支援金の均等分１万円はやめるべきだ

ったと考えて、予算に反対いたします。 

○議長（板倉正勝君） ほかにございませんか。 

  賛成者の発言を許します。 

  14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） 賛成討論。 

  議案第24号 平成29年度長南町国民健康保険特別会計予算は、前年比0.8％増の13億3,800万円となっていま

す。平成29年度予算に関しましては、高額薬価の利用が平成28年度は少なめであったため、平成27年度のよう

な急激な給付費の上昇はなかったものの、医療の高度化による高額療養費の上昇は進んでおり、前年比の状況

及び３カ年の平均給与費の伸び率を考慮した試算を行う中で、保険給付費は年間約８億1,700万円程度必要と

なっております。 

  しかしながら、被保険者数は前年度より200名ほど減少しており、国保税の収入は２億4,000万円弱で、前年

度より1,900万円程度少なくなっている状況です。また、今年度は平成30年度からの国保の都道府県化に伴い、
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条例改正や保険料率の決定も控えております。国民健康保険はいつ降りかかるかもわからないけがや病気のと

きに安心して医療が受けられるように、国保加入者の皆さんが保険税を出し合って制度化をされている健康保

険制度であり、住民の健康を守り、国民皆保険の根幹を維持していくための予算ですので、平成29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。 

  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24号 平成29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。 

  本案については原案のとおり可決されました。 

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

◎議案第２５号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第25、議案第25号 平成29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。 

  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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 75歳以上の高齢の方は年金の受け取り額が減って、新たな不安を募らせております。

４月から低所得者に対する保険料の軽減措置が縮小されます。所得に応じて支払う所得割は、５割の軽減から

２割軽減に縮小され、被用者の保険加入者の扶養家族から後期高齢者医療制度に移らされた人の保険料の定額

部分を９割だったものが７割軽減になされます。また、県の財政安定化基金が27年度には66億円もあります。

この財政安定化基金を活用して、保険料を引き下げるべきだったと思います。 

  よって、平成29年度予算には反対したいと思います。 

○議長（板倉正勝君） 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） 議案第25号の賛成討論をさせていただきます。 

  平成29年度長南町後期高齢者医療特別会計予算は、歳入では町が徴収した保険料、所得の少ない被保険者に

対する保険料の軽減分を負担する、保険基盤安定繰入金及び広域連合の運営に係る事務費預け入れが主なもの
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であり、歳出では、町が収納した保険料等を県の後期高齢者医療広域連合への納付金として支出するものと、

町が行う人間ドック等の保険事業に係る経費を計上しているものであります。 

  以上のことから、今回提案されている予算は後期高齢者医療制度を維持し、運営するために必要不可欠なも

ので、妥当なものであると考えますので、本予算については賛成をいたします。 

○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。 

  これから議案第25号 平成29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２６号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第26、議案第26号 平成29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。 

  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。 

  12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 認知症対策は今や国民的課題です。認知症を支配する人の達成を強め、当事者や専門

家、地域の人と集う認知症カフェなど、設置していくことを希望します。 

  また、2015年８月から医療料２割負担が導入されたばかりなのに、来年の３月から３割負担にしようとして

います。国は、消費税増税と引きかえに社会保障税の一定改革を進め、社会保障の充実に与えられたのは、消

費税３％分を増税した分、8.2兆円のうちたった1.3％です。消費税増税によることなく、先に財政ありきの態

度を改めて国庫負担を引き上げて、町も独自の減免制度をつくって低所得者の保険料の軽減をすべきだったと

考えて、平成29年度予算には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。 

  ４番、河野康二郎君。 

○４番（河野康二郎君） 議案第26号の賛成討論を行いたいと思います。 
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  平成29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のっとり、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、次期計画を策定するための予算も計上されておりますので、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。したがって、本予算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。 

  これから議案第26号 平成29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２時30分を予定しております。 

（午後 ２時１９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３０分） 

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

◎議案第２７号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第27、議案第27号 平成29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） 196ページ。使用料及び賃借料の中に、防犯カメラ使用料が25万9,000円、これが新しく

入って、去年ないから途中で入ったのかなと思いますが、いつからどこに設置してあって、何台とか録画され

るのですかとか、もし録画されるとすれば何日ぐらいされるのかなと、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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 今、加藤議員さんから防犯カメラについてということでご質問がありました。

それに回答したいと思います。 

  防犯カメラにつきましては、台数につきましては３台。入り口に１台と公衆用トイレ、駐車場に１台、あと

霊園の墓所のほうに１台ということになっております。 
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  あと録画の機能ということですが、うち１台については、事務室のほうで見られるという状況になって、そ

れが録画できるという機能になっております。あとその保存の時間なんですけれども、今詳細には記憶してお

りませんので、後で報告したいと思います。 

  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） わかりました。３台あって、入り口、トイレ、墓所ということで、１台が記録できて事

務所で見られるということですね。 

  コンビニのように、防犯カメラいっぱいよく事件で出てくるわけでありますが、どうせなら３台とも録画が

できて１週間でも何かあってもいいのかなと思って状況をお聞きしました。 

  もう一点、工事請負費の197ページですが、防護柵設置工事がまた500万円載っていまして、前回も載ってい

ますが、これは園外園に防護柵をつけるということだと思います。目的は人かイノシシかわかりませんが、目

的と、あとどのくらいやれば園外一周終わるのかなということでお聞きします。 

○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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 防護柵設置工事の関係のご質問ですが、園内の外周につきましては、おおむね

２キロ程度ございます。本年につきましては、防護柵を設置したところ、規格が景観に配慮した防護柵という

ことで、着色はしておりまして、被覆をした少し高価な材質となっております。 

  おおむね400メートルを設置しておりまして、そのうち道路を閉鎖する部分についてはアルミ製の門扉を設

置したことから、事業延長が延びませんでした。 

  あと何年でできるのかということですので、あと今年度の予算につきましては、おおむね800から１キロぐ

らいをできるのではないかと。つきましては、多少２キロを実施するに当たりましては、来年も次の年も少し

かかってしまうのかな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） わかりました。あと一、二年でいいのかな、かかるだろうということと、この本来の目

的は人の侵入か、けだものの侵入がというところなんですが、これは笠森の野見金のほうにも応用できるとい

うか、何か今問題のあるイノシシの関係もあるんですけれども、野見金にもこういうような工法でいくのは有

用なんでしょうかね。その辺はわからないかな。ちょっとその辺目的をもう一度確認します。 

○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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 設置の目的ですが、設置する前に、やはりイノシシ、有害獣ですね。有害獣の

侵入がございまして、墓所区画のり面に被害等が出たことから設置をしている部分がございます。なお、一部

有害獣キョンとか、そういう鹿関係等も発生するといけないので、一応高さについては比較的高めの柵を設置

していると思うんですけれども。 

  以上です。 
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○議長（板倉正勝君） ほかに。 

○９番（加藤喜男君） じゃ、参考になるということで、よろしくお願いしたいと思います。 

○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27号 平成29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２８号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第28、議案第28号 平成29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。 

〔「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28号 平成29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。 
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議案第２９号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第29、議案第29号 平成29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。 

  ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） 状況をお聞きします。白ガス管の入れかえが順調に進んでおるとは思います。これが最

終年度を大体いつごろを目途としておるのか、変更があったのかないのか、今の状況で大体お答えしていただ

ければと思います。 

  それから、白ガス管の入れかえが二千何十年で終わりますと、それからの工事はほとんどなくなるはずです。

そうすると借金もしなくてもよくなっていくわけで、将来的にガス料金はどこかの時点で下げていかないと、

もうかり過ぎちゃうということになっていくのかどうか。 

○議長（板倉正勝君） 加藤さん２点ね。ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  ガス課長、大杉 孝君。 

○ガス課長（大杉 孝君） それでは１点目のほうの白ガス管の入れかえの関係でございますけれども、本年度

も約４キロ、12路線４キロ予定しております。残り11.4キロとなりまして、年間４キロ目標に実施しておりま

して、これはかわりません。ですので、平成32年度完了を予定しておるところでございます。現在では、改善

率は93％となっております。 

  あと２点目の、入れかえ工事が終わりますと、ガス料金の値下げというようなことでしょうか。 

  おっしゃるとおり入れかえの財源としまして、今年度も3,000万円財源として借り入れをするわけなんです

けれども、入れかえが終わりますと、おっしゃるとおり起債のほうの借り入れはしなくても済むと思います。

ですが、白ガス管は終わりますけれども、そのほかのガス施設、地区ガバナーであったり、供給所の施設、計

器類がやはりその辺が更新の時期も来ますので、そういった経費がかかる。保安のほうに経費の投入を、設備

投資を今後行わなくてはならないと思います。 

  あとそのほか、負債残高としましては、現在４億8,000万ほどございます。その起債の償還のほうも据え置

き５年の20年間返済とありますんで、今後起債の償還のほうが3,000万近くで発生しているということでござ

いますので、またご理解のほうお願いしたいと思います。 

  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） ありがとうございました。 

  地震に強い施設がだんだんでき上がってくるということで、頼もしい事業だと思いますので、また今後頑張

ってやっ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〕 
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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29号 平成29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。 

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

◎同意第１号の質疑、討論、採決 

○議長（板倉正勝君） 日程第30、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

とします。 

  これから質疑を行います。 

  質疑ございませんか。 

  11番、丸島なか君。 

○１１番（丸島なか君） 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お伺いをいたします。 

  中村尚子氏は、教育委員として２期８年間在職しておりまして、教育行政関係は明るく、再任したいという

説明がございました。私もそのとおりであると存じております。中村氏は教育委員のほか、民生児童委員、こ

れは平成９年から20年以上やってくださっておりますし、また多くの公職にもついておられます。識見も高く

人柄もよく、ボランティア精神にも富んでおり、誰一人として否定はできませんし、私もすぐれた人材である

と思っております。 

  しかし、一人の人間に多くの公職に当たっていただくということはいかがかという問題が１点ございます。

有能な人間を適職に充てるならば、効率的であり能率的ではないでしょうか。地方自治は住民一人一人が責任

を分担し合うことも大事でありますので、一人の方に多くの公職を持たせるよりも、多くの方に分散をし、一

人一役とすることによって、それぞれが地域社会の運営に、さらには地方自治の運営に参加をしているんだと

いう意識を持たせることが、今後の行政においても重要ではないかと考えますけれども、どのようにお考えか、

お伺いをさせていただきます。反対ではございません。 

○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。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 今、丸島議員がおっしゃったように、公職をたくさん持つ方にお願いするのではなくて、

いろんな方にそういう機会を与えてあげたらどうかというお話だと思うんですが、そういう考えもあると思い



 

－165－ 

ます。思いますけれども、教育委員会の委員という５人の合議体の中で、やはり教育行政にふさわしい人格者

という中で選んだ場合、中村尚子氏を、私としては選ばせていただいたということでご理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

  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。 

〔「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。 

  本案について同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（板倉正勝君） 起立全員です。 

  本案については同意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、明日３月７日から９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７日から９日まで休会とすることに決定いたしました。 

  なお、３月10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。 

  さきにお知らせしました第１回目の予算特別委員会を３時から開催しますので、議場にご参集ください。 

（午後 ２時４７分） 

 


