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◎開会の宣告 

○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１日目を開会します。 

（午前 ９時００分） 

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

◎開議の宣告 

○議長（板倉正勝君） 本日の会議を開きます。 

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

◎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。 

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

◎会議録署名議員の指名 

○議長（板倉正勝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第120条の規定によって、 

５番 森 川 剛 典 君 

６番 大 倉 正 幸 君 

 を指名します。 

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

◎会期日程等の議会運営について 

○議長（板倉正勝君） 日程第２、会期日程等の議会運営について報告を求めます。 

  議会運営委員長、御園生 明君。 

〔議会運営委員長 御園生 明君登壇〕 

○議会運営委員長（御園生 明君） ご指名いただきましたので、議会運営委員会の報告をいたします。 

  本委員会は、去る８月31日に委員会を開催し、平成29年第３回定例会の議会運営について協議・検討をいた

しました。 

  本定例会に付議される事件は、規約改正に関する協議１件、補正予算２件、各会計決算認定７件、同意２件

の計12議案が提出され、議題とされています。また、一般質問は８名の議員が行うことになっており、質問順

位１番から３番までを12日に行い、質問順位４番から８番までを13日に行うことといたしました。 

  当委員会としては、付議案件等の内容を慎重に審議した結果、会期は本日12日から15日までの４日間とする

ことに決定いたしました。 

  なお、本定例会に提出されております平成28年度長南町一般会計歳入歳出決算認定については、特別委員会

への付託は行わず、本会議で審議することといたしました。 

  ここで、一般会計決算認定に関する審議の方法を申し上げます。審議は、特に歳入と歳出に区分して質疑を

行います。 

  まず、歳入については、１款町税から21款町債までを一括して質疑を行い、歳入に関する質疑終了後、歳出

に関する質疑を行います。 
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  歳出につきましては、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うこととし、質疑の回数

につきましては、それぞれの区分ごとに３回以内とすることに決定いたしました。 

  詳細な日程等につきましては、お手元に配付いたしました平成29年第３回長南町議会定例会日程概要のとお

りであります。 

  以上、議会運営委員会の協議の概要を申し上げ、議会運営委員長の報告とさせていただきます。 

○議長（板倉正勝君） これで議会運営委員長の報告は終わりました。 

〔「議長」と言う人あり〕 

○議長（板倉正勝君） ９番、加藤喜男君。 

○９番（加藤喜男君） ただいま議運の委員長から議運の報告がございました。その中身について一部お聞きし

たいことがあるので、お許しいただけるかどうか、お願いします。 

○議長（板倉正勝君） じゃ、許します。 

○９番（加藤喜男君） ただいま議運の委員長より決算審査についての本会議での議員全員によって行う方法で

決まった旨の報告があったわけですが、議員全員での審査については誠によろしいわけでございますが、特別

委員会は腰を据えてじっくり審査ができるわけでございます。この議運において、全員による特別委員会を設

置してはどうかというような意見がどのくらいの状況であったのか、なかったのか、状況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。 

  議会運営委員長、御園生 明君。 

〔議会運営委員長 御園生 明君登壇〕 

○議会運営委員長（御園生 明君） 質問にお答えしたいと思いますが、今回の議会運営委員会の中では、確か

に特別委員会の話もございました。しかし、定数の中で、全員による審査をしたほうがよろしいのじゃないか

ということで協議した結果、特別委員会の付託はなしというような形で決定をしたものでございます。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） ありがとうございました。 

○議長（板倉正勝君） では、先へ進みます。 

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

◎会期の決定 

○議長（板倉正勝君） 日程第３、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、さきの議会運営委員長の報告のとおり、本日12日から15日までの４日間としたいと思い

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。 

  本定例会の会期は、本日12日から15日までの４日間と決定いたしました。 
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第４、諸般の報告をします。 

  本日、町長から議案３件、認定７件、同意２件の送付があり、これを受理しましたので報告します。 

  なお、受理した議案等については、お手元に配付したとおりです。 

  次に、本定例会の議案等説明のため、地方自治法第121条の規定により町長及び教育長に出席を求めたとこ

ろ、お手元に配付してあるとおり出席の報告がありました。 

  次に、地方自治法第235条の２第３項の規定に基づき監査委員から報告のありました平成29年５月分、６月

分、７月分の例月出納検査の結果、次に、議長等が出席した主な会議報告、次に、地方公共団体の財政の健全

化に関する法律第３条第１項並びに同法第22条第１項の規定により町長から報告のありました平成28年度長南

町健全化判断比率及び平成28年度長南町農業集落排水事業特別会計資金不足比率並びに平成28年度長南町ガス

事業会計資金不足比率の報告、次に、地方自治法施行令第145条第２項の規定により町長から報告のありまし

た平成28年度長南町継続費精算報告書、最後に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１項の規

定に基づき、教育委員会教育長から報告のありました教育委員会の点検及び評価報告書は、お手元に配付の印

刷物によりご了承願います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

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

◎行政報告 

○議長（板倉正勝君） 日程第５、行政報告を行います。 

  町長、平野貞夫君。 

〔町長 平野貞夫君登壇〕 

○町長（平野貞夫君） ４点ほど行政報告をさせていただきます。 

  まず、１点目ですが、上小野田地区の空港代替地に係る状況及び今後の進め方についてでございます。 

  現在、この地区は、千葉県が昭和46年新東京国際空港用地の代替地として取得し、昭和50年に農林部畜産課

へ所属がえを行い、現在まで牧草・飼料作物の圃場として、町に対し無償貸し付けを継続しております。 

  ここ数年、２年ごとの契約更新をしてきましたが、来年３月契約期間の終了となることから、この県有地面

積４万6,439平米の土地について有償での購入を考えております。 

  その理由としては、県有地周辺一帯の外周は全て長南町の所有となっていること、約46年の長期にわたり県

有地を長南町が借り受け、周辺町有地と一体的に管理してきた経緯があること、町が一体的に土地利用するこ

とが、両者にとっても非常に有益な方向性が見出せるのではないかなどであります。 

  このような視点から、町としては、ある程度まとまった土地、全体で18万3,000平米を確保し、１つの拠点

地区ゾーンとして、将来における町の発展につながるような布石、材料としてアクションを起こしていきたい

と考えております。 

  なお、現在、県農林水産部畜産課と町担当課で有償譲渡による下協議を進めているところでございますが、

議会にはしかるべき時期にお諮りしたいと考えております。 
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  ２点目は、放課後児童クラブ施設の建設工事についてでございます。 

  本施設については、大和リース株式会社と９月８日に3,869万6,400円で工事請負契約を締結しました。この

工事は、実施設計から施工までを行う一括発注となりますので、町の提示した基本計画をもとに、大和リース

が設計図書を作成し、建築確認申請等の手続を経て着工となります。 

  なお、基本計画は議員控室に提示しましたので、ごらんいただければと存じます。 

  ３点目は、教育委員の辞職についてでございます。 

  去る８月１日付で、教育委員の白井美喜夫氏から、一身上の都合により、本年９月30日をもって教育委員を

辞職したい旨の願いが提出されました。 

  教育委員は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第10条の規定により、町長及び教育委員会の同意を

得て、辞職することができるとされております。この規定に基づきまして、臨時の教育委員会会議が８月16日

に開催され、辞職に同意することが決定し、その旨の通知が同日付であったところでございます。 

  白井氏におかれましては、３期11年にわたり教育委員として活躍され、私としてもさらに本町の教育行政に

ついて手腕を発揮していただきたいと考えておりましたが、教育委員会会議の決定を踏まえ、辞職に同意する

ことといたしました。白井委員の長年にわたるご尽力に対しまして、心から感謝を申し上げる次第でございま

す。 

  最後は、西部工業団地計画跡地の活用についてでございます。 

  本用地につきましては、地元関係者で構成する西部工業団地計画跡地活用促進協議会で策定した長南町農村

交流施設整備計画書を千葉県企業庁に提出し、昨年６月定例会行政報告で報告いたしましたとおり、平成28年

３月31日に、446筆、面積54万737.48平米の土地を無償譲与されたところでございます。譲与後、数社の企業

より土地活用の問い合わせがございましたが、その中で、有機農法による循環型農業を実施したいという東京

都所在の株式会社ＣＯＬＯＮＹという民間事業者がございました。これは、企業庁より譲与を受けるために提

出しました長南町農村交流施設整備計画に一致する点が多々あり、かつ自然景観をそのまま生かした活用であ

るということであります。さらには、町の活性化や雇用の創出、地元貢献などにも大きく寄与していきたいと

のことであります。 

  このことから、本年７月31日に西部工業団地跡地活用促進協議会を開催し、民間事業者より計画概要の説明

をしていただいたところでございます。 

  今後は、民間事業者及び跡地活用促進協議会と協議を進めてまいりますが、地元の皆様、議員の皆様にも随

時ご報告をさせていただき、ご意見をいただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

  なお、本事業の事務は財政課及び企画政策課において対応してまいるところでございます。 

  以上、行政報告とさせていただきます。 

○議長（板倉正勝君） これで行政報告は終わりました。 

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

◎議案第１号～同意第２号の上程、説明 

○議長（板倉正勝君） 日程第６、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から日程第17、同意第２号 教
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育委員会委員の任命につき同意を求めることについてまでを一括議題とします。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長、平野貞夫君。 

〔町長 平野貞夫君登壇〕 

○町長（平野貞夫君） 議案第１号から同意第２号までの議案につきましてご説明申し上げます。 

  初めに、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でございます。 

  本案は、千葉県市町村総合事務組合規約に規定される共同処理する事務に、軽自動車税の賦課徴収に関する

申告書の受付に関する事務を追加しようとすることについて協議をお願いするものでございます。 

  次に、議案第２号 平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）についてでございます。 

  本補正予算につきましては、総務費では、マイナンバー導入に伴う安全管理措置対応支援業務委託料の追加

を、民生費では、介護保険特別会計繰出金の追加を、商工費では、野見金公園に双眼望遠鏡を設置するための

購入費の追加を、土木費では、補助道路修繕工事費の減額と道路及び河川の維持修繕工事費の追加を、消防費

では、広域市町村圏組合の負担金の減額が主な補正の内容となっております。 

  歳入歳出それぞれに4,317万7,000円を追加し、予算の総額を44億2,693万3,000円にするものでございます。 

  次に、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）についてでございますが、本補

正予算は、主に前年度に超過交付を受けた支払基金交付金の返還金及び精算に伴う一般会計への繰出金などで

2,671万円の追加をお願いするものでございます。 

  次に、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でございますが、歳入総額は59億

2,790万1,331円で、前年度比６億9,347万1,568円の13.2％増となりました。歳出総額は57億2,060万6,753円で、

前年度比14億407万7,444円の32.5％増となりました。 

  歳入については、前年度、特別土地保有税の徴収猶予の取り消しに伴う歳入があり、これを繰り越したため、

繰越金が増額となりました。 

  歳出については、平成28年度をもって完了いたしました統合小学校の校舎整備工事、新たな基金として設置

いたしました公共施設等整備基金への積み立てが主な増額要因となっております。 

  この結果、歳入歳出差引額は２億729万4,578円となり、翌年度へ繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額

は１億7,804万2,778円となりました。 

  次に、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でございます。 

  歳入では、保険税をはじめ国・県からの支出金、支払基金交付金、制度に基づく一般会計繰入金等を合わせ

た歳入総額は13億6,519万1,629円で、前年度比6.4％の減少となりました。 

  歳出では、保険給付費の減少により、歳出総額は12億8,566万4,075円で、前年度比10.2％の減少となり、歳

入歳出差引額は7,952万7,554円となりました。 

  次に、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でございます。 

  歳入では、保険料と一般会計繰入金の保険基盤安定繰入金及び事務費繰入金等を合わせた歳入総額は１億84

万6,139円で、前年度比9.1％の増となりました。 
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  歳出では、後期高齢者医療広域連合への納付金と電算委託等の事務経費でございまして、歳出総額は１億40

万3,790円で、前年度比8.7％の増加となりました。 

  次に、認定第４号 平成28年度介護保険特別会計歳入歳出決算認定についてでございます。 

  歳入では、介護保険料をはじめ国・県負担金、支払基金交付金、一般会計繰入金等を合わせた歳入総額は10

億3,377万1,364円で、前年度比1.9％の減となりました。 

  歳出では、総合事業の開始に伴い、保険給付費は前年度比2.3％の減となりましたが、地域支援事業費は前

年度より135.5％増となりました。歳出総額は、前年度比2.4％減の９億7,968万8,055円となり、歳入歳出の差

引額は5,408万3,309円となりました。 

  次に、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でございます。 

  歳入総額は6,866万4,802円、歳出総額は6,013万9,928円で、歳入歳出差引額は852万4,874円となりました。 

  次に、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でございますが、

平成28年度末の加入状況は、３地区合計で1,087戸、また接続戸数は876戸となっており、接続率は80.6％とな

っております。 

  歳入総額は２億1,404万9,245円、歳出総額は２億918万5,434円であり、歳入歳出差引額は486万3,811円とな

りました。 

  次に、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でございますが、収益

的収支では、ガス事業収益は６億1,273万3,599円、ガス事業費用は６億79万978円となり、当年度純利益は

1,194万2,621円となりました。 

  利益の処分として、当年度利益剰余金のうち1,500万円を建設改良積立金に積み立てし、その他未処分利益

剰余金は資本金に組み入れいたしました。 

  次に、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でございますが、本案は、現教

育委員の東條元樹氏が９月30日をもって任期満了となります。後任の教育委員の選任に当たりましては、金木

武信氏が適任者と存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により同意を

求めようとするものでございます。 

  なお、任期満了により退任されます東條元樹さんにおかれましては、平成25年10月１日から１期４年にわた

り、本町の教育行政にご尽力をいただきました。この場をおかりいたしまして、深く感謝を申し上げる次第で

ございます。 

  最後に、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でございますが、本案は、行

政報告で申し上げましたが、白井美喜夫氏の辞職に伴いお願いするものでございます。後任の教育委員の選任

に当たりましては、星野悟氏が適任者と存じますので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定により同意を求めようとするものでございます。 

  なお、星野悟氏の任期につきましては、前任者の残任期間でございます平成30年９月30日まででございます。 

  以上、議案第１号から同意第２号までの提案理由を申し上げましたが、詳細につきましては、それぞれ担当

課長から説明させますので、よろしくご審議を賜りご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで提案理由の説明は終わりました。 
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  議案第１号の内容の説明を求めます。 

  総務課長、常泉秀雄君。 

〔総務課長 常泉秀雄君登壇〕 

○総務課長（常泉秀雄君） それでは、議案第１号の内容の説明を申し上げます。 

  議案の１ページをごらんいただきたいと存じます。 

  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。 

  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変更する

規約を次のとおり制定することについて、地方自治法第286条第１項の規定により、関係地方公共団体と協議

するに当たり、同法第290条の規定により議会の議決を求める。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、次の２ページをごらんいただきたいと存じます。 

  千葉県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約でございます。 

  総合事務組合規約の第３条第１項に１号を加えるものでございます。規約の第３条には、同組合の共同処理

する事務が規定されておりますが、これに第16号といたしまして、軽自動車税の賦課徴収に関する申告書、市

町村へ直接提出されるものは除かれますが、の受付を追加いたしまして、また、別表第２におきまして、当該

事務を共同で処理する団体、県内全市町村の54団体でございますが、を加えるものでございます。 

  附則といたしまして、この規約は平成30年４月１日から施行するものでございます。 

  なお、改正の趣旨といたしましては、参考資料の１ページをあわせてごらんいただきたいと存じますが、当

該事務につきましては、現在、千葉県町村会で処理してございますが、社会的・経済的な要因等によりまして、

軽自動車の登録が激増いたしました。町村会では、人的な理由等によりまして事務の継続が困難な状況である

ということでございます。このことから、事務処理の継続性また安定性等を鑑みまして、千葉県市町村総合事

務組合で共同処理することが最適であるとの方針が全市町村で合意されたところであります。これによりまし

て、当総合事務組合規約の一部を改正するため、議会の議決を求めるものでございます。 

  以上で議案第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の内容の説明とさせていただきます。 

  なお、参考資料の２ページから４ページに新旧対象の表がございますので、後刻ごらんいただきたいと存じ

ます。 

  大変雑駁な説明でございましたが、ご審議いただきご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで議案第１号の内容の説明は終わりました。 

  議案第２号の内容の説明を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

〔財政課長 土橋博美君登壇〕 

○財政課長（土橋博美君） それでは、議案第２号 平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）の内容の説

明を申し上げます。 
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  議案書３ページをお開き願います。 

  議案第２号 平成29年度長南町一般会計補正予算について。 

  平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  恐れ入りますが、お手元の別冊の補正予算書１ページをお開き願います。 

  平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）でございます。 

  平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

  第１条歳入歳出予算の補正でございます。 

  第１項歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4,317万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ44億2,693万3,000円とする。 

  第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第

１表歳入歳出予算補正による。 

  第２条地方債の補正でございます。 

  地方債の変更は、第２表地方債補正によるものでございます。 

  ４ページをお開き願います。 

  第２表地方債補正でございます。 

  変更でございますが、臨時財政対策債は、本年度の普通交付税の算定の結果、起債の発行可能額が決定いた

しましたので、1,600万円の増額変更をし、１億9,600万円とさせていただくものです。 

  公共事業等債につきましては、補助道路修繕工事費の交付額決定に伴い、400万円を減額し、4,500万円とさ

せていただくものです。 

  それでは、事項別明細書により歳出からご説明をいたします。 

  ９ページをお願いいたします。 

  ２款総務費でございます。 

  １項総務管理費、１目一般管理費では、13節ですが、マイナンバー導入に伴う安全管理措置対応支援業務委

託料の追加を、14節ではマイナンバー制度に係る子育てのワンストップ接続サービス及びＬＧＷＡＮ系統のウ

イルス対策サービス料を追加するものです。 

  ５目財産管理費、11節では、旧東小学校の消防設備及び体育館屋根修繕費として118万8,000円の追加を、13

節の財産管理委託料では寄贈絵画の展示に係る経費を、登記事務委託料では又富団地販売に係る分筆登記の経

費を、15節工事請負費も又富団地販売に伴う給水設備改修の工事費で、22節では旧東小学校歩道整備工事に伴

うＮＴＴの支線移転補償費をそれぞれ追加するものです。 

  ３項の戸籍住民基本台帳費では、個人番号カードのシステム改修委託料を追加するものですが、この経費に

つきましては補助金での支援が予定されておるところでございます。 

  ４項選挙費では、長南町長選挙に係る第２投票所設置のための建築確認申請業務委託料を追加するものです。 

  10ページをお願いいたします。 

  ３款民生費でございます。 
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  １項社会福祉費では、人件費等の増額に伴い介護保険特別会計繰出金の追加を、４款衛生費、１項保健衛生

費では、後期高齢者医療広域連合受託料返還金を追加するものです。 

  次に、５款農林水産業費でございます。 

  １項農業費、３目農業振興費では、かんがい排水事業補助金を、８目農村環境改善センター費では、空調機

器の修繕料の追加をするものです。 

  ６款商工費でございます。 

  １項商工費、２目観光費は、野見金公園に係る経費でございまして、13節では、公園の立木と周囲の雑木の

伐採に係る委託料、18節では、双眼望遠鏡２基の購入費を追加するものです。 

  ７款土木費でございます。 

  ２項道路橋梁費、２目道路維持費、13節では、中谷トンネル修繕工事の設計及び監理委託料と町道の竹木伐

採等の維持管理委託料の追加を、11ページになりますが、15節では、補助事業であります町道小沢佐坪線舗装

修繕工事費を交付額の決定に伴い1,000万円減額し、道路維持工事費及び単独道路修繕工事費を追加するもの

です。特定財源につきましては、町道小沢佐坪線舗装修繕工事に伴う国庫補助金の社会資本整備総合交付金及

び地方債の減額でございます。 

  ４目橋梁維持費では、千手橋修繕工事を実施するに当たり産業廃棄物処理委託料の追加を、３項河川費では、

河川の維持工事費を追加するものです。 

  ８款１項消防費では、常備消防費、消防施設費負担金それぞれを減額するものでございます。 

  ９款教育費でございます。 

  １項教育総務費では、教育先進地であります秋田県への研修旅費の追加をするものでございます。 

  次に、歳入についてご説明をいたします。 

  ８ページをお願いいたします。 

  14款国庫支出金及び21款町債の土木債の特定財源につきましては、歳出においてご説明させていただきまし

たので、説明は省略させていただきます。 

  18款繰入金は、介護保険特別会計からの前年度精算による返還金でございます。 

  なお、地方債の補正に係る調書は12ページに明細を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと存

じます。 

  以上で議案第２号 平成29年度長南町一般会計補正予算（第２号）についての内容の説明を終わらせていた

だきます。 

  ご審議賜りまして、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで議案第２号の内容の説明は終わりました。 

  議案第３号の内容の説明を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

〔保健福祉課長 荒井清志君登壇〕 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、介護保険特別会計補正予算（第１号）の内容を説明申し上げます。 

  議案書の４ページをお願いいたします。 
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  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）を別冊のとおり提出する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは、別冊介護保険特別会計補正予算書１ページをお開き願います。 

  平成29年度長南町介護保険特別会計補正予算（第１号）です。 

  第１条第１項をごらんください。今回の補正は、歳入歳出予算の総額に2,671万円を追加し、歳入歳出予算

の総額をそれぞれ10億7,771万円とするものでございます。 

  補正の内容の主なものは、前年度の決算で超過交付となりました支払基金からの交付金及び町からの繰入金

を返還するものと、人事異動に伴う職員の人件費の調整を行うものとなっております。 

  それでは、事項別明細書により歳出から説明いたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  まず、１款総務費では、広域市町村圏組合と結ぶ介護認定システムの電話回線を光回線に変更するに当たり、

庁舎内の配線工事が必要になったことから、15節工事請負費40万円を増額するものでございます。特定財源の

その他は一般会計からの繰入金となります。 

  ４款地域支援事業費は、人事異動に伴う人件費の調整と介護予防に係る非常勤保健師等に係る賃金で518万

7,000円の増額をお願いするものでございます。特定財源ですが、地域支援事業は国・県の補助事業となりま

すので、国・県支出金303万5,000円の増額、その他は町からの繰入金101万2,000円の増額となります。 

  ５款諸支出金は2,112万3,000円を増加し、平成28年度の介護会計で超過交付となっています支払基金交付金

及び一般会計からの繰入金を返還するものでございます。特定財源のその他は支払基金から平成28年度分の追

加交付22万4,000円がありましたので、返還に充てるものでございます。 

  なお、国・県の交付金の返還は、例年２月の補正で行うことになります。 

  次に、歳入について説明いたします。 

  ６ページにお戻りください。 

  ３款国庫支出金、４款支払基金交付金、５款県支出金、８款繰入金の特定財源につきましては、歳出のほう

で説明させていただきましたので省略させていただきます。 

  ９款繰越金につきましては、一般財源となりますが、平成28年度からの繰越金2,203万9,000円を増額し、充

当するものでございます。 

  なお、８ページ以降に給与費明細書を記載しておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  以上をもちまして、議案第３号の内容の説明を終わらせていただきます。 

  よろしくご審議賜り、ご可決くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで議案第３号の内容の説明は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては10時10分を予定しております。 

（午前 ９時５２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１０時１０分） 
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―──―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（板倉正勝君） 認定第１号の内容の説明を求めます。 

  財政課長、土橋博美君。 

〔財政課長 土橋博美君登壇〕 

○財政課長（土橋博美君） それでは、認定第１号の内容についてご説明を申し上げます。 

  議案書の５ページをごらんいただきたいと思います。 

  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度長南町一般会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見書

をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  早速ではございますが、別冊の平成28年度長南町歳入歳出決算書に基づきまして主な内容についてのご説明

をさせていただきます。 

  事項別明細書の歳入からご説明いたします。 

  60ページをお願いいたします。 

  まず、１款の町税では、収入済額は前年度比４億300万円余り減の11億2,926万7,710円でございました。主

な減額要因といたしましては、平成27年度は特別土地保有税があったことによるものでございます。また、不

納欠損額は215万2,062円、収入未済額は4,285万6,044円でありました。 

  １項の町民税では、2,000万円余り減の４億139万8,899円でございました。内容といたしましては、１目個

人町民税では、前年度比550万円余り減の３億3,207万1,699円、２目法人町民税では、1,400万円余り減の

6,932万7,200円でございました。 

  また、２項固定資産税は、前年度比200万円余り増の６億4,014万5,115円でございました。 

  64ページをお開き願います。 

  ６款地方消費税交付金は、前年度比2,300万円余り減の１億4,255万4,000円、７款ゴルフ場利用税交付金は、

前年度並みの9,909万525円が交付されました。 

  66ページをお願いいたします。 

  10款の地方交付税でございますが、普通交付税、特別交付税合わせまして、前年度比3,300万円余り増の14

億7,682万8,000円の交付でございました。 

  70ページをお開き願います。 

  14款国庫支出金でございますが、収入済額４億6,565万5,427円でございました。収入未済額1,805万2,000円

につきましては、繰越明許設定いたしました通知カード、個人番号カード関連事務に関します総務費補助金67

万2,000円と、社会資本整備総合交付金が財源となります橋梁長寿命化事業に関する土木費補助金1,738万円で

ございます。 

  １項国庫負担金は、前年度比１億7,900万円余り増の３億1,543万4,295円が交付されました。 

  72ページをお願いいたします。 

  ３目の教育費国庫負担金は、平成28年度に統合小学校校舎整備工事が完了したことによる教育費負担金でご
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ざいまして、継続費の逓次繰り越し分も合わせ交付され、増額の要因となったところでございます。 

  ２項の国庫補助金は１億4,793万4,380円が交付されました。 

  １目１節の総務費補助金では、地方創生加速化交付金等の繰越事業に関する補助金、また防犯灯ＬＥＤ化に

伴う二酸化炭素排出抑制対策の補助金が交付されたところでございます。 

  なお、収入未済額67万2,000円につきましては、通知カード・個人番号カード関連事務の繰り越しによるも

のでございます。 

  ２目の民生費国庫補助金でございます。75ページになりますが、上段の年金生活者等支援臨時福祉給付金の

繰越事業に関する補助金が交付されたところでございます。 

  ５目１節の土木費補助金ですが、前年度に引き続き道路整備事業に係る社会資本整備総合交付金が交付され

ております。収入未済額の1,738万円につきましては、繰越明許設定いたしました橋梁長寿命化事業によるも

のでございます。 

  76ページをお開き願います。 

  15款県支出金でございますが、３億726万9,390円の交付がございました。収入未済額の2,362万5,000円につ

きましては、繰越明許設定いたしました地籍調査事業によるものでございます。 

  84ページをお開き願います。 

  17款の寄附金になりますが、4,556万5,000円の寄附をいただいたところでございます。 

  １目の一般寄附金につきましては２件分、２目ふるさと納税寄附金は880件分となっております。 

  次に、18款１項繰入金でございますが、前年度比３億1,800万円余りの増となっております。 

  １目財政調整基金は２億円を繰り入れし、85ページになりますが、３目過疎地域自立促進特別事業繰入金、

以降の繰入金につきましては、目的に合わせそれぞれを充当させていただいたところでございます。 

  88ページをお開き願います。 

  11目介護保険特別会計繰入金は、前年度精算分として繰り入れがございました。 

  19款繰越金は、平成27年度の特別土地保有税及び延滞金により前年度比７億5,000万円余り増の９億1,790万

454円と、例年より大幅に増加したところでございます。 

  次に、20款諸収入でございますが、90ページになります。 

  ５項の雑入でございますが、西部工業団地計画跡地管理料受入金2,000万円の歳入がございました。 

  なお、収入未済額291万5,493円につきましては、学校給食費負担金の未納分が主なものとなっております。 

  92ページをごらんいただきたいと思います。 

  21款１項町債は、収入済額４億7,170万円でございます。 

  ２目２節緊急防災・減災事業債9,670万円は、防災無線デジタル化整備事業に伴うもので、３目土木債につ

きましては、利根里線の計画変更に伴いまして借り入れはせず、４目教育債では、１億6,000万円を統合小学

校の建設工事に伴い借り入れをいたしました。 

  以上、収入済額59億2,790万1,331円、収入未済額8,898万5,240円の歳入の内容でございました。 

  次に、歳出についてご説明申し上げます。 

  94ページをお開き願います。 
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  まず、１款の議会費は、8,207万2,340円の支出でございました。 

  ２款総務費、１項総務管理費では、８億416万9,384円を支出いたしまして、67万2,000円の繰越明許を設定

いたしました。 

  １目一般管理費では、97ページになりますが、中段の19節の繰越明許費67万2,000円は通知カード・個人番

号カード関連事務によるものでございます。 

  98ページをお開き願います。 

  ５目財産管理費でございますが、13節委託料では、101ページになります。上段になりますが、繰越事業費

を含め情報セキュリティ強化対策委託を、15節では、老朽化に伴う保健センター空調機冷温水ユニット更新工

事を実施いたしました。 

  102ページをお開き願います。 

  ９目防災対策費でございますが、平成26、27年度の防災行政無線デジタル化整備工事に続き、105ページ中

段になりますが、18節備品購入費では、戸別受信機を購入しデジタル化を図るとともに、希望調査を実施し、

無償で交換をいたしました。 

  106ページをお開き願います。 

  12目過疎対策費でございます。前年度比4,900万円余りの減額でございます。米満住宅跡地造成工事完了に

よるものでございます。13目地方創生事業費でございます。前年度からの繰越事業でございます地方創生加速

化交付金を財源とし、町のプロモーションビデオ作成及び渡邉辰五郎記念館基本構想策定事業を実施いたしま

した。 

  14目諸費でございますが、109ページになりますが、上段の13節委託料では、国庫補助金であります二酸化

炭素排出抑制対策事業により防犯灯のＬＥＤ照明導入調査を実施し、リースにより町内の防犯灯全てをＬＥＤ

化といたしました。 

  116ページをお開き願います。 

  ３款民生費でございます。９億3,344万5,795円の支出でございました。 

  １項社会福祉費、１目社会福祉総務費では、障害者福祉関連経費と特別会計への繰出金が主要な支出となっ

ております。 

  122ページをお開き願います。 

  ８目の年金生活者等支援臨時福祉給付金事業費は、前年度からの繰越事業でございます国庫補助金を財源と

し、実施をいたしました。 

  128ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費でございます。２億9,360万7,451円を支出いたしました。 

  １項保健衛生費、133ページになりますが、上段の20節扶助費では、新規に高校生等の医療費助成を実施し

たところでございます。 

  134ページをお開き願います。 

  ５款農林水産業費でございます。４億6,252万8,422円の支出でございました。 

  １項農業費、136ページになりますが、３目農業振興費、１節報酬は、新規に鳥獣被害防止対策実施隊を編
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成したことによるものでございます。また、各種団体及び事業に対し補助金等を交付いたしました。 

  144ページをお開き願います。 

  ６款商工費でございます。商工費では、前年度比5,100万円余り増の9,764万3,415円を支出いたしました。 

  146ページをお開き願います。 

  ２目観光費、15節では、野見金公園整備に伴う支出でございまして、これが商工費増額の要因となったとこ

ろでございます。 

  ７款土木費でございます。３億7,957万8,549円の支出でございました。また、7,025万6,800円の繰越明許を

設定したところでございます。 

  １項土木管理費の繰越明許費3,250万円につきましては、148ページになりますが、２目の地籍調査費による

ものでございます。 

  ２項道路橋梁費の繰越明許費3,774万6,000円につきましては、150ページになりますが、４目の橋梁維持費、

13節の修繕設計及び修繕計画策定委託料の1,676万8,000円と、15節の粟之須橋かけかえ工事費の2,097万8,800

円となっております。 

  なお、２目の道路維持費及び４目の橋梁維持費では、補助事業であります社会資本整備総合交付金を活用し、

のり面修繕、橋梁のかけかえ工事及び調査設計を実施いたしました。 

  152ページをお願いいたします。 

  ５項１目都市計画総務費でございますが、155ページになりますが、上段の19節負担金では、新規に住宅リ

フォーム補助を実施したところでございます。 

  ８款消防費でございますが、長生広域組合への負担金でございます。 

  ９款教育費でございます。継続費の逓次繰越事業費を含め、前年度比５億7,500万円余り増の９億4,503万

7,215円を支出いたしました。 

  160ページをお開き願います。 

  ３目の学校施設整備費でございます。平成27年度、28年度にわたり継続費を設定して実施いたしました小中

一貫校の校舎整備工事及び関連事業に伴う支出となっております。 

  164ページをお開き願います。４項の社会教育費でございます。 

  168ページになりますが、３目文化財保護費では、13節委託料で、指定文化財環境整備委託として、豊原の

油殿古墳群の伐採を平成28年度、29年度の債務負担行為により実施をしております。また、渡邉辰五郎記念館

建設予定地測量業務委託は、国庫補助金であります地方創生推進交付金を財源に実施いたしました。 

  174ページをお開き願います。 

  10款災害復旧費は、支出はなく、11款公債費につきましては、前年度比800万円余りの増額となっておりま

す。 

  176ページをお開き願います。 

  12款の諸支出金でございます。前年比７億6,800万円余り増の10億3,350万8,000円の支出でございました。

増額の要因といたしましては、３項基金の財政調整基金及び新規に設置いたしました公共施設等整備基金への

積み立てによるものでございます。 
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  178ページをお願いいたします。 

  13款予備費でございますが、総務費、教育費、公債費へそれぞれに充当を行ったところでございます。 

  180ページをお願いいたします。 

  以上が、歳出予算現額58億7,428万7,000円、支出済額57億2,060万6,753円、翌年度繰越額7,092万8,800円の

内容でございます。 

  182ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額59億2,790万1,000円、歳出総額57億2,060万7,000円、歳入歳出差引額２億729万4,000円、これから

翌年度へ繰り越すべき財源2,925万2,000円を差し引いた１億7,804万2,000円が実質収支の額となります。 

  184ページをお願いいたします。財産に関する調書でございます。 

  １、公有財産中の土地及び建物のうち、まず土地につきましては、企業庁からの長南西部工業団地用地の譲

与とサニータウン米満の販売によるものでございます。 

  次に、建物でございますが、野見金公園の休憩所・トイレと、統合小学校建設及び長南住宅の消失が増減の

要因となっております。 

  その他の財産に関する移動につきましては、190ページ以降に記載させていただいてございますので、後ほ

どごらんいただきたいと存じます。 

  以上が、認定第１号の内容でございます。 

  最後に、財政健全化法に基づく健全化判断比率及び資金不足比率につきまして申し上げます。 

  監査委員の意見書に記載のとおりでございますが、実質赤字比率、連結実質赤字比率は、一般会計をはじめ

とした各会計はそれぞれ黒字の決算のため、該当がございませんでした。 

  次に、実質公債費比率は7.6％、将来負担比率は47.5％でございまして、それぞれ早期健全化基準を下回っ

ております。 

  また、資金不足比率につきましては、農業集落排水事業特別会計、ガス事業会計、いずれも資金不足を生じ

ておりませんので、これにつきましても該当がございません。 

  以上、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及び財政健全化法に基づく各比率

につきましての内容の説明とさせていただきます。 

  ご審議賜りまして、ご認定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第１号の内容の説明は終わりました。 

  認定第２号及び認定第３号の内容の説明を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

〔税務住民課長 仁茂田宏子君登壇〕 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 平成28年度長南町国民健康保険特別会計決算の内容につきましてご説明申し

上げます。 

  議案書の６ページをお開きいただきたいと存じます。 

  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度長南町国民健康保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査
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委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  それでは初めに、国民健康保険の加入状況につきましてご説明申し上げます。 

  平成28年度末の加入世帯数は1,456世帯でございまして、被保険者数は2,388人でございます。前年度と比較

いたしますと、世帯数では62世帯の減、被保険者数では、後期高齢者医療への移動などによりまして201人の

減でございます。 

  また、平成28年度の税制改正によります課税限度額の引き上げに伴う限度額対象世帯は、医療給付費分で申

し上げますと28世帯であり、加入世帯の1.92％でございます。軽減範囲の拡大に伴う軽減世帯につきましては

908世帯となり、加入世帯の62.36％でございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして歳入の内容からご説明申し上げます。 

  決算書の198ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款国民健康保険税でございます。収入済額２億5,577万7,173円、不納欠損額407万9,532円、収入未済額

5,409万9,583円、調定額に対する徴収率は81.47％、前年度と比較いたしますと1.85ポイントの増でございま

す。 

  次の200ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ３款国庫支出金から、202ページの４款療養給付費等交付金、５款前期高齢者交付金、６款県支出金及び204

ページの７款共同事業交付金につきましては、療養給付費、また国保財政の安定化を図るための医療給付費と

してそれぞれ法定負担割合に基づき交付されたものでございます。 

  次の206ページをお開きいただきたいと存じます。 

  ９款繰入金につきましては、収入済額１億2,283万8,000円でございます。 

  １目財政調整基金繰入金では、平成27年度後半から保険給付費が大幅に伸びたことによりまして、平成28年

度当初に2,800万円の基金を取り崩しさせていただいたところでございます。 

  ２目一般会計繰入金につきましては、収入済額9,483万8,000円でございます。 

  １節保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）につきましては、収入済額3,677万3,000円でございまして、この

うちの４分の３の2,757万9,000円は県が負担しているものでございます。 

  ２節保険基盤安定繰入金（保険者支援分）は、収入済額2,130万4,000円でございまして、このうちの２分の

１の1,065万1,000円は国の負担分、４分の１の532万6,000円は県が負担しているものでございます。 

  この１節、２節を合わせました保険基盤安定繰入金5,807万7,000円のうち4,355万6,974円を国と県が負担し

ているものでございます。 

  210ページの一番下の欄をごらんいただきたいと存じます。 

  歳入合計といたしまして、調定額14億2,337万744円、収入済額13億6,519万1,629円、不納欠損額407万9,532

円、収入未済額5,409万9,583円でございます。 

  続きまして、歳出の内容をご説明申し上げます。 

  次の212ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款総務費の支出済額は3,387万395円でございまして、人件費のほか事務に係る電算委託料などでございま
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す。 

  次の214ページをごらんいただきたいと存じます。 

  ２款保険給付費の支出済額は７億8,243万335円でございまして、前年度に比べ１億1,166万8,154円の減とな

り、ほぼ例年並みの給付費に落ちついたところでございます。 

  218ページの３款後期高齢者支援金等及び222ページの６款介護納付金につきましては、診療報酬支払基金に

拠出したものでございます。 

  ７款共同事業拠出金の支出済額は２億4,954万3,623円でございまして、国保連合会事業の財源として拠出し

たものでございます。給付費が例年並みになったことで、前年度に比べ1,045万6,444円の減でございます。 

  224ページ及び226ページをあわせてごらんいただきたいと存じます。 

  ８款保健事業費の支出済額は1,880万5,601円でございまして、集団健診及び個別健診などの事業の実施や人

間ドックの助成163人分でございます。 

  なお、人間ドックの助成につきましては、平成28年11月１日から町と契約していない医療機関においても過

去２回以上受健している場合には、助成金を償還払いいたしておりまして、２人に償還払いしたところでござ

います。 

  ９款基金積立金の支出済額は154万1,000円でございまして、年度末の基金保有高は313万7,950円でございま

す。 

  11款諸支出金につきましては、保険税の還付41件分でございます。 

  次の228ページをお開きいただきまして、下の欄をごらんください。 

  歳出合計といたしまして、支出済額12億8,566万4,075円、不用額4,868万6,925円でございます。 

  次の230ページをお開きいただきたいと存じます。 

  実質収支に関する調書でございますが、歳入総額13億6,519万1,000円、歳出総額12億8,566万4,000円、歳入

歳出差引額7,952万7,000円、実質収支額は7,952万7,000円となりまして、翌年度へ繰り越しをさせていただく

ものでございます。 

  なお、231ページの財産に関する調書につきましては、後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  続きまして、認定第３号 平成28年度長南町後期高齢者医療特別会計決算の内容につきましてご説明申し上

げます。 

  議案書の７ページをお開きいただきたいと存じます。 

  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、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を別紙監

査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  初めに、長南町後期高齢者医療の加入状況につきましてご説明申し上げます。 

  平成28年度末の加入者は1,758人でございまして、前年度と比較いたしますと29人の増でございます。また、

町の総人口の21.1％でございます。 

  それでは、事項別明細書によりまして歳入の内容からご説明申し上げます。 
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  決算書の236ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款後期高齢者医療保険料でございます。収入済額6,608万5,900円、収入未済額15万3,100円となりまして、

調定額に対する収納率は99.77％でございます。 

  ２款繰入金につきましては、収入済額3,187万5,864円でございまして、制度に基づく一般会計からの繰入金

でございます。 

  ４款諸収入につきましては、収入済額286万4,985円でございます。 

  次の238ページをお開きいただきたいと存じます。 

  これは４項１目雑入の人間ドックの助成に係ります長寿健康増進事業補助金や事務費委託金などでございま

す。 

  歳入合計といたしまして、調定済額１億99万9,239円、収入済額１億84万6,139円、収入未済額15万3,100円

でございます。 

  続きまして、歳出の内容をご説明申し上げます。 

  次の240ページをお開きいただきたいと存じます。 

  １款総務費の支出済額は195万6,262円でございまして、電算処理委託料及びシステム使用料などでございま

す。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金の支出済額は9,665万824円でございまして、広域連合への保険料等の納

付金でございます。前年度と比較いたしますと712万3,144円の増でございまして、保険料率の改定などによる

ものでございます。 

  ３款保健事業費でございますが、人間ドックの助成38件分などでございます。 

  次の242ページをお開きいただき、下の欄をごらんください。 

  歳出合計といたしまして、支出済額１億40万3,790円、不用額129万6,210円でございます。 

  次の244ページをお開きいただきたいと存じます。 

  実質収支に関する調書でございますが、歳入総額１億84万6,000円、歳出総額１億40万4,000円、歳入歳出差

引額44万2,000円、実質収支額は44万2,000円となりまして、翌年度へ繰り越しをさせていただくものでござい

ます。 

  以上、誠に雑駁でございますが、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及び認

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の内容の説明とさせていただきます。 

  ご審議を賜りまして、ご認定くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第２号及び認定第３号の内容の説明は終わりました。 

  認定第４号の内容の説明を求めます。 

  保健福祉課長、荒井清志君。 

〔保健福祉課長 荒井清志君登壇〕 

○保健福祉課長（荒井清志君） それでは、平成28年度介護保険特別会計決算の内容につきましてご説明申し上

げます。 

  議案書の８ページをお願いします。 
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  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度長南町介護保険特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員

の意見書を付けて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  まず初めに、介護認定の状況についてご報告させていただきます。 

  平成28年度末現在の65歳以上の高齢者数は3,225名、高齢化率は38.8％、前年度より率で1.5ポイント、人数

で49名増加しました。介護認定者は前年度より23名増加しまして574名でございます。 

  それでは、事項別明細書により歳入の内容から説明させていただきます。 

  決算書の248ページをお開きください。 

  １款保険料は収入済額１億9,717万5,300円、収納率は95.3％でございます。不納欠損額41万8,200円は消滅

時効による15名分でございます。 

  次に、３款国庫支出金、250ページ、４款支払基金交付金、５款県支出金、252ページ、８款繰入金につきま

しては、保険給付費や地域支援事業費に係る費用をそれぞれの法定の負担割合により交付されたものでござい

ます。 

  ８款繰入金は、収入済額１億4,471万5,560円でございます。 

  ２目の運営費繰入金は、職員の人件費のほか事業運営に係る経費になるもの、４目軽減費繰入金は、消費税

の引き上げに伴う第１号被保険者の第１段階層の保険料軽減のために一般会計から繰り入れたものでございま

す。 

  次に、歳出の内容を説明させていただきます。 

  258ページをお願いします。 

  １款総務費は、収入済額2,008万9,563円でございまして、職員１名分の人件費のほか事業運営に係る事務経

費、郵便料などの保険料の賦課徴収に係る経費及び介護認定調査に係る経費となります。第７期介護保険事業

計画策定のため、ニーズ調査を策定したため、前年度より133万1,033円増額になったところです。 

  260ページをお願いいたします。 

  ２款の介護給付費は、支出済額８億7,113万6,409円で、前年度比2.3％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、総合事業と呼ばれているものですが、これが創設され、要支援者の訪問

介護、通所介護が保険給付費から事業給付費に変わったためのものでございます。この総合事業への移行分を

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。 

  268ページをお願いします。 

  ４款の地域支援事業費は、総合事業と介護包括支援センターの運営に係るものでございまして、支出済額は

3,703万8,467円で、2,130万9,572円の増額となりました。 

  272ページをお願いいたします。 

  ５款諸支出金ですが、支出済額4,260万2,616円は、第１号保険者への還付金と前年度超過交付となっており

ました国・県支払基金及び支払基金交付金を精算し返還したものでございます。 

  276ページをお願いいたします。 
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  最後になりますが、実質収支に関する調書でございます。歳入総額10億3,377万1,000円、歳出総額９億

7,968万8,000円、歳入歳出差引額5,408万3,000円、翌年度へ繰り越す財源はありませんので、実質収支も差引

額と同額となり、翌年度へ繰り越すことになります。 

  次のページの財産に関する調書は、後ほどごらんいただければと存じます。 

  以上で認定第４号の内容の説明を終わらせていただきます。 

  よろしくご審議いただきまして、認定いただけますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第４号の内容の説明は終わりました。 

  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） 

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

○議長（板倉正勝君） 認定第５号の内容の説明を求めます。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

〔建設環境課長 唐鎌伸康君登壇〕 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） それでは、平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算の内容につき

まして説明申し上げます。 

  議案書の９ページをお開きください。 

  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、平成28年度長南町笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算を別紙監査

委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  初めに、笠森霊園事業の概要について申し上げます。 

  平成28年度末の墓所使用状況は、区画総数9,280区画に対しまして9,117区画が使用されております。使用率

は98.2％でございます。笠森霊園は事業を開始してから39年が経過いたしまして、現在は墓所利用者の利便性

向上及び霊園施設の維持管理を行い、公営霊園として適正な管理運営に努めているところでございます。 

  それでは、決算書の事項別明細書により歳入の内容から説明をさせていただきます。 

  決算書の282ページをお開きください。 

  １款事業収入は、調定額6,090万4,400円、収入済額は5,435万5,120円、138万870円の不納欠損処理をさせて

いただき、収入未済額は516万8,410円となりました。 

  １目墓所使用料は、調定、収入済額ともに1,404万8,000円で、墓所65区画分の永代使用料でございます。 

  ２目工事負担金は、調定、収入済額ともに101万6,000円で、墓所32区画におけるカロートの工事負担金でご

ざいます。 

  ３目墓所管理料は、調定額4,333万290円、収入済額3,678万1,010円となり、138万870円の不納欠損処理をさ
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せていただきまして、収入未済額は516万8,410円となりました。 

  なお、不納欠損額138万870円につきましては、墓所の承継者がいない12区画分でありまして、墓所使用の許

可の取り消しを執行させていただいた内容でございます。 

  ４目施設使用料は、調定、収入済額ともに251万110円は、斎場等の施設使用料でございます。 

  次に、２款財産収入は、調定、収入済額ともに７万3,404円で、園内の土地貸付収入と財政調整基金の利子

でございます。 

  ３款寄附金は、収入はございませんでした。 

  ４款繰入金は、調定、収入済額ともに843万3,000円で、財政調整基金からの繰入金でございます。 

  続きまして、284ページをお開きください。 

  ５款繰越金は、調定、収入済額ともに569万3,937円で、前年度繰越金でございます。 

  ６款諸収入は、調定、収入済額ともに10万9,341円で、普通預金利子及び墓所使用許可書の再発行手数料で

ございます。 

  歳入合計でございますが、調定額7,521万4,082円、収入済額6,866万4,802円でございまして、調定に対する

収入率は91.3％の内容でございます。 

  続きまして、286ページをお開きください。 

  歳出について説明させていただきます。 

  １款霊園総務費は、予算現額4,644万9,000円に対しまして、支出済額4,533万661円でございます。主な支出

につきましては、職員１名及び非常勤職員４名の人件費のほか、事業の運営に係る事務費、園内の清掃の委託、

霊園管理システムの使用料等の内容でありまして、25節積立金におきましては、750万円を財政調整基金へ積

み立てをさせていただきました。 

  ２款霊園施設費でございますが、予算現額1,819万4,000円に対しまして、支出済額は1,480万9,267円でござ

います。 

  288ページをお開きください。 

  主な支出につきましては、13節144万7,200円は、芝生墓所等の維持管理委託料で、15節工事請負費1,068万

6,600円は、墓所区画の管理といたしまして、承継者のいない墓石の撤去工事、墓所区画のり面の補修工事、

有害獣の進入を防止する防護柵の設置工事等の内容となっております。 

  ３款公債費及び４款予備費につきましては、支出はございませんでした。 

  以上、歳出合計でございますが、予算現額6,569万3,000円に対しまして、支出済額6,013万9,928円、不用額

は555万3,072円となりました。 

  続きまして、290ページをお開きください。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額は6,866万4,000円、歳出総額は6,014万円で、歳入歳出差引額は852万4,000円でございます。翌年

度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は歳入歳出差引額と同額の852万4,000円でございます。 

  続きまして、292ページをお開きください。 

  財産に関する調書でございますが、１、公有財産と、２、物品につきましては、前年度と同様でございます。 
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  293ページ下段の３、基金、笠森霊園事業特別会計財政調整基金でございますが、決算年度中に843万3,000

円を取り崩し、750万円を積み立てしたことにより、決算年度中の増減高はマイナス93万3,000円となりまして、

前年度末現在高6,349万4,000円と合わせますと、決算年度末の現在高は6,256万1,000円となりました。 

  以上、大変雑駁な説明でございますが、認定第５号 平成28年度笠森霊園事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついての説明を終わらせていただきます。 

  ご審議を賜りまして、認定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第５号の内容の説明は終わりました。 

  認定第６号の内容の説明を求めます。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

〔産業振興課長 岩﨑 彰君登壇〕 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） それでは、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の内容に

つきましてご説明を申し上げます。 

  議案書の10ページをお開きください。 

  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。 

  地方自治法第233条第３項の規定により、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を別紙

監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  別冊の長南町歳入歳出決算書の298ページをお開きいただきたいと思います。 

  初めに、事業の概要説明を申し上げたいと存じます。 

  平成28年度末の加入状況でございますが、農集３地区合計で加入戸数1,087戸、また接続戸数につきまして

は前年度比７戸増の876戸となり、接続率は80.6％となっているところでございます。 

  農業集落排水事業は平成５年度に着手いたしまして、平成15年度をもって３地区全ての工事が完了し、その

完了から14年が経過したところでございます。適正な施設の維持管理に努めているところでございます。 

  それでは、事項別明細書によりご説明を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、歳入でございますが、１款１項１目農業集落排水事業分担金におきましては、収入済額はなしという

ことで新たな加入はございませんでした。 

  ２款１項１目１節現年度分施設使用料でございますが、収入済額4,086万8,214円で、豊栄東部、芝原、給田

地区３地区の使用料と、睦沢町、長柄町の汚泥の乾燥処理施設使用料でございます。 

  ２節は、滞納繰越分使用料64万4,507円、18名分の収入でございます。 

  ３款１項１目一般会計繰入金につきましては、収入済額１億6,600万円でございます。 

  次に、４款１項１目繰越金におきましては、前年度繰越金、収入済額452万5,217円となったところでござい

ます。 

  次に、５款１項１目預金利子でございますが、収入済額1,427円でございます。 

  ２項１目雑入では、300ページになりますが、収入済額200万9,880円でございます。給田地先において新規

加入における排水管新設工事負担金でございます。 
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  歳入合計でございますが、調定額２億1,558万4,014円、収入済額２億1,404万9,245円でございまして、収入

済額におきましては、前年度比2.8％の減となったところでございます。 

  続きまして、302ページ、歳出につきましてご説明を申し上げます。 

  １款１項１目一般管理費につきましては、職員の給与費等でございます。歳出総額は623万5,821円でござい

ます。 

  ２節から４節までにつきましては、人件費関係でございまして、13節委託料は、農業集落排水施設使用料金

処理委託料でございまして、内容は電算処理システムの保守委託料でございます。 

  次に、２款１項１目の施設管理費につきましては、支出済額3,935万5,927円でございます。内容でございま

すが、11節の需用費1,865万8,286円につきましては、電気料のほか施設の修繕料、水道料等でございます。 

  次に、12節役務費の支出済額262万1,880円は電話料でございまして、中継ポンプ90カ所が電話回線で接続さ

れておりますので、その電話料でございます。 

  13節委託料、支出済額1,528万8,389円につきましては、主なものでございますが、３カ所の汚水処理場管路

などの維持管理委託料でございます。 

  15節工事請負費、支出済額270万3,132円につきましては、管路施設維持工事と給田地先の配水管の新設工事

でございます。 

  ３款１項公債費でございますが、支出済額１億6,359万3,686円でございます。 

  １目の元金でございますけれども、304ページをお開きいただきたいと思います。 

  支出済額１億2,592万1,896円は、起債借入金元金相当分の償還金でございます。 

  ２目利子につきましては、支出済額3,767万1,790円で借入金に対する利子相当分の償還金でございます。 

  ４款の予備費につきましては支出はございません。 

  歳入合計でございますが、予算現額２億1,395万7,000円に対しまして、収入済額２億918万5,434円、前年度

比３％の減となったところでございます。 

  次に、306ページをお願いいたします。 

  実質収支に関する調書でございます。 

  歳入総額２億1,404万9,000円、歳出総額２億918万6,000円、歳入歳出の差し引きが486万3,000円で、この額

が５の実質収支額となるところでございます。 

  なお、308ページからは財産に関する調書でございます。後ほどごらんいただきたいと存じます。 

  以上、大変雑駁な説明でございますが、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

決算認定の内容の説明を終わらせていただきます。 

  ご審議を賜りまして、認定くださいますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第６号の内容説明は終わりました。 

  認定第７号の内容説明を求めます。 

  ガス課長、大杉 孝君。 

〔ガス課長 大杉 孝君登壇〕 

○ガス課長（大杉 孝君） それでは、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



－26－ 

ついてご説明申し上げます。 

  議案書の11ページをお開き願います。 

  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。 

  地方公営企業法第30条第４項及び第32条第２項の規定により、平成28年度長南町ガス事業会計利益の処分及

び決算を別紙監査委員の意見書をつけて議会の認定に付する。 

  平成29年９月12日提出、長南町長、平野貞夫。 

  決算書につきましては別冊となりますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、決算内容の概況から説明させていただきますので、決算書の９ページをお開き願いたいと思いま

す。 

  １の概況、（１）総括事項になります。 

  平成28年度末の需要家数は4,602戸で、前年度より９戸、0.2％の減となり、ガス販売量は851万8,305立方メ

ートルで、前年度に比較し３万542立方メートル、0.36％の増となりました。 

  収益的収支につきましては、ガス事業収益６億1,273万3,599円、ガス事業費用６億79万978円となり、当年

度純利益は1,194万2,621円となりました。 

  建設改良工事につきましては、主に経年管対策工事として、町道小野田26号線ほか19カ所、4,707メートル

を実施いたしました。 

  今後のガス事業の運営につきましては、経営の効率化と経費の節減を図りつつ、経年管対策事業の早期完了

に向け、計画的に実施し、保安確保及び安定供給に努めてまいるものでございます。 

  （３）の行政官庁認可事項でございますが、平成28年12月26日付でガス小売り自由化に伴い、関東経済産業

局より宅送供給約款の認可を受けました。 

  次に、10ページをお願いいたします。 

  ２の工事でございますが、主な白ガス管入替工事の概況でございます。 

  次に、11ページでございます。 

  ３の業務でございます。業務量及び事業収支に関する事項で、前年度との比較となっております。冬期の需

要増により販売量及び収益は増となりました。 

  次に、２枚ほど飛びまして、15ページをお願いいたします。 

  ①のガス事業会計キャッシュフロー計算書でございます。 

  業務活動によって実際に得られた収入から支出を差し引いて、手元に残る資金の流れをあらわしたものでご

ざいます。平成28年度資金期末残高は１億5,478万2,181円でございます。 

  次に、17ページをお開き願いたいと思います。 

  ②のガス事業会計収益費用明細書でございます。税抜きとなっております。 

  主なものでございますが、収入では、１款ガス事業収益、６億1,273万3,599円でございます。うち、１項製

品売り上げ、１目ガス売り上げは５億8,777万9,595円で、851万8,305立方メートルの販売収入でございます。 

  ２項営業雑収益は94件の内管工事及び警報器の収入でございます。 

  ３項営業外収益は、利息及び会計制度改正による長期前受金戻入等でございます。 
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  ４項特別利益は、平成27年度分の賞与引当金不用額でございます。 

  次に、支出でございます。 

  ２款ガス事業費用６億79万978円でございます。 

  １項売上原価、１目ガス売上原価は３億3,284万6,950円で、867万1,527立方メートルの原ガス購入費でござ

います。 

  ２項供給販売費は２億1,077万7,811円でございます。うち９目修繕費825万4,691円は、検満ガスメーター修

理及び漏えい修繕等でございます。 

  10目特別修繕引当金、繰入額900万円は、ガスホルダー開放点検の積立金でございます。 

  19目の委託作業費2,461万5,980円は、メーター検針及びガス本支管漏えい検査、消費機器調査等の委託料で

ございます。 

  ３項一般管理費は、主に人件費及び財務会計などのパソコンリース料でございます。 

  ４項営業雑費用は、内管工事費用でございます。 

  次に、18ページをお願いいたします。 

  ③のガス事業会計固定資産明細書でございます。28年度末償還未済額は14億3,920万9,053円でございます。 

  次の19ページは、企業債明細書でございます。28年度未済償還残額は５億1,577万5,291円となっております。 

  21ページ以降につきましては、参考資料として長南町、睦沢町に分けたそれぞれの内訳書を添付させていた

だいておりますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

  それでは、恐れ入りますが、前に戻っていただきまして、１ページをお開き願いたいと思います。 

  １のガス事業会計決算報告書でございます。税込みとなっております。 

  （１）の収益的収入及び支出でございますが、各款項の内容につきましては、先ほど17ページで説明させて

いただきましたので、省かせていただきます。 

  次に、２ページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出でございます。 

  まず、収入でございますが、１款資本的収入の決算額3,155万5,200円で、１項企業債3,000万円、２項工事

負担金は長生グリーンラインに伴うガス管移設工事負担金でございます。 

  次に、支出でございます。１款資本的支出の決算額１億9,619万5,059円で、１項建設改良費は１億7,047万

4,558円で、白ガス管入替工事及び舗装本復旧負担金などでございます。２項は企業債償還金でございます。 

  なお、収入額が支出額に不足する額１億6,463万9,859円は、当年度分損益勘定留保資金及び建設改良積立金、

当年度分消費税資本的収支調整額で補塡をさせていただくものでございます。 

  次に、３ページでございます。 

  ２の損益計算書でございます。 

  平成29年３月31日までの１年間のガス事業の経営成績をあらわしたものでございます。税抜きとなっており

ます。 

  営業収益から営業費用を差し引き、特別利益を加えた当年度純利益は1,194万2,621円でございます。前年度

繰越利益剰余金及びその他未処分利益剰余金変動額を加えました当年度未処分利益剰余金4,854万7,173円でご
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ざいます。 

  次に、４ページをお願いいたします。 

  ３のガス事業会計剰余金計算書でございます。 

  この計算書は資本金剰余金をあらわしたもので、当年度変動額としまして、損益計算書で生じました未処分

利益剰余金でお示しをしてございます。資本合計では８億5,952万8,924円でございます。 

  次に、５ページでございますが、剰余金処分計算書案でございます。 

  右欄の当年度未処分利益剰余金4,854万7,173円でございますが、うち議会の議決による処分額としまして、

白ガス管入替工事などの財源として1,500万円を建設改良積立金へ積み立て、また補塡財源として使用しまし

た建設改良積立金2,773万6,810円は、資本金へ組み入れをする利益の処分とさせていただき、581万363円を繰

り越しするものでございます。 

  次に、６ページをお願いいたします。 

  ガス事業会計貸借対照表でございます。 

  ガス事業の財政状態を明らかにするため、平成29年３月31日時点で保有する全ての資産、負債、資本を総括

的にあらわしたものでございます。税込みとなっております。 

  左側の資産合計及び右側の負債資本合計ともに16億7,083万7,385円となります。複式記帳の法則により双方

とも同額となっており、成立しているところでございます。 

  以上、大変雑駁な説明でございましたが、平成28年度長南町ガス事業会計利益の処分及び決算の内容の説明

とさせていただきます。 

  ご審議賜りまして、認定いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（板倉正勝君） これで認定第７号の内容の説明は終わりました。 

  以上で議案第１号から認定第７号までの内容の説明は終わりました。 

  お諮りします。 

  日程第６、議案第１号から日程第17、同意第２号までについて、本日は説明を聞く程度にとどめ、後日、質

疑、討論、採決をしたいと思います。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。日程第６、議案第１号から日程第17、同意第２号までについて、

本日は説明を聞く程度にとどめ、後日、質疑、討論、採決をすることに決定いたしました。 

  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４８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） 

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

◎一般質問 

○議長（板倉正勝君） 日程第18、一般質問を行います。 
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  一般質問に当たり、質問者及び答弁者は、要旨を整理され簡潔に述べられますよう、お願いをいたします。

また、通告以外のことは答弁されませんのでご了承願います。 

  今定例会の一般質問通告者は８人です。本日は質問順位１番から３番までといたします。 

  念のため、内容についてここで確認します。 

  質問者は質問席に移動し、要旨ごとに質問し、答弁者は自席で答弁をします。質問回数の制限はございませ

んが、一度完結した質問事項は再度質問できません。制限時間は原則１人１時間以内とします。 

  以上です。 

  通告順に発言を許します。 

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

◇ 松 崎 剛 忠 君 

○議長（板倉正勝君） 初めに、14番、松崎剛忠君。 

〔１４番 松崎剛忠君質問席〕 

○１４番（松崎剛忠君） 14番、松崎でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、一般質問させていただきます。 

  今日は後ろのほうを見ると、報道関係の方がずらっと並んでいますし、前村長さんもお見えになっておりま

すので、ちょっと緊張しておりますが、そういった中で、件名で町政運営について、また要旨で町政の継続と

今後の姿勢についてお伺いいたします。 

  平野町長は、平成26年２月に町長に就任して以来、厳しい経済情勢の中、長年培われてこられました行政経

験を生かし、山積する本町の行政課題に果敢に取り組み、「かつての活気と賑わいを取り戻す」というスロー

ガンのもと、ふるさと再生に全力で取り組んでおりますが、任期も残すところあと４カ月余りということにな

りました。そこで、私が申しまでもございませんが、この間、懸案事項でありました小学校の統合問題につい

ては、就任早々速やかに決断され、平成29年４月の開校に向けてスピード感を持ち取り組まれ、新長南小学校

が無事にスタートを切ったのも、町長、関係者の皆様方の努力のたまものであると思います。 

  このほか子育て支援策として、子育て交流館の開館、出産祝いの増額、高校生等医療費の無料化、生活環境

の整備では、防災行政無線のデジタル化やサニータウン米満の造成、防犯灯のＬＥＤ化、野見金公園休憩所の

整備、さらに懸案事項であります小学校跡地活用では、第一弾となる旧東小学校への企業誘致、町なかのにぎ

わい再生に向けた東京家政大学との包括連携協定を締結するなど、卓越された行政手腕の中で、執行部を牽引

されてこられましたことは、誰もが高く評価するところでございます。 

  平野町長もたびたび口にされておりますが、本町においては、この先三、四年が町の将来を大きく左右する

といっても過言ではない、極めて重要な時期であり、大きな岐路に立っているところであると思われますが、

つきましては、２期目に新たな基本目標を掲げ、今後も継続して町政運営をされるお考えがあるのかお伺いを

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。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） それでは、松崎剛忠議員の町政運営についてのご質問にお答えをいたします。 
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  平成26年の就任以来、「誰もが健康でいきいきと安全に暮らせるまちづくり」を実現するため、町政運営に

全力を傾注してまいりましたが、先ほどからお話のありましたように、早くもあと４カ月余りで任期満了を迎

えることとなりました。 

  ただいま議員から、現在までの私の町政運営について身に余る評価をいただき、恐縮しているところでござ

いますが、これらの事務事業の推進に当たり、議員の皆様方をはじめ多くの町民の皆様の温かいご支援とご協

力を賜りましたことに対しまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。 

  しかしながら、４年間という任期の中で、皆様のご期待に応え切れていない、また、私の目指すふるさと再

生に向けた取り組みは、いまだ道半ばであると考えております。 

  平成28年に策定いたしました「まち・ひと・しごと総合戦略」をはじめとした諸計画に基づき、関係各位は

もとより、皆様方のご意見をいただきながら、各種の施策に全力で取り組み、それぞれの目標を達成していく

ことが、「活力ある長南町」であり続けるための最短の道であると確信をしております。中でも今後の長南町

の将来を大きく左右する小学校跡地や西部工業団地計画跡地の活用などは、その緒についたばかりで、継続し

て取り組まなければならない重要な課題であります。 

  このような新たな拠点づくり構想による町のさらなる発展と、誰もが健康で安全に暮らせる町づくりの推進

に、もとより浅学非才の身ではございますが、議会の皆様をはじめ町民の皆様のご支援をいただけるならば、

引き続き町政を担当させていただき、ふるさと長南の再生に全力を尽くしてまいり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） 14番、松崎剛忠君。 

○１４番（松崎剛忠君） ただいま町長から、引き続き町政運営をしていただけると力強い言葉をお聞きいたし

ました。町政運営は誰もが簡単にできるものではありません。特に本町におかれましては非常に厳しい財政状

況下ではございますが、庁舎及び公民館機能を備えた複合施設建設事業をはじめ、ただいま申されました水沼

地先の西部工業団地計画跡地の利活用、残された３つの小学校の跡地活用など、筋道を立てていただきたい課

題も山積しておると思いますが、今後とも健康には十分ご留意され、町民の期待に応える、また、町の発展に

つながる政策を、町政を継続していただきたいことをお願いし、私の一般質問を終わります。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） これで14番、松崎剛忠君の一般質問は終わりました。 

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

◇ 和 田 和 夫 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、12番、和田和夫君。 

〔１２番 和田和夫君質問席〕 

○１２番（和田和夫君） 議長の許可を得まして、一般質問をさせていただきます。 

  日本共産党の和田和夫です。 

  最初に、小学校の学習指導要領の外国語についてであります。 

  １点目として、指導時間の確保についてであります。 

  現在の学習指導要領が改訂され、2020年度の小学校から始まります。それまでにはまだ少なくとも３年間の
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準備期間があります。小学校では、現在英語の聞く・話すが中心の外国語活動を、５、６年生で週１こま45分

実施をしておりますが、新指導要領では３年生、４年生から同じく年間35単位とします。英語になれ親しむた

め、英語と日本語の音声の違いに気づくことなどを通じてコミュニケーション能力の基礎を身につけます。５、

６年生の英語は年間70時間。教科書を使って読む・聞くの要素も学び、成績を評価します。小学校の段階で

600から700語程度の単語の意味が理解できるように指導が行われます。子供たちは現在でも小学校の１年生か

らくたくたなのに、小学校３年生から６年生の授業時間が週当たり１時間ふやされます。覚えなければならな

い漢字や英語もふえて、詰め込みが深刻になるおそれがあります。 

  授業時間の確保について、長期休暇を利用する、１日当たりのこま数をふやす、１回15分の短時間授業を週

３回続けるなどの案が出ています。児童の集中力や長期休暇中の活動に影響が出てきかねません。小学校にお

ける授業指導時間はどのように確保し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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） 平成32年度の小学校学習指導要領全面実施により、外国語活動及び外国語科

の関係から、３年生から６年生で１週間の授業時数が１時間ふえます。また、平成30年度、31年度のいわゆる

移行期間においては、当該学年において外国語活動の授業時数を年間15単位時間増加させることとなっており

ます。 

  この増加分の授業時数の確保をどのようにしていくのかというご質問ですが、長南小学校での当該学年の授

業時数は、３年生は945時間、これは標準時数と同じになっています。４年生から６年生では997.5時間、これ

は標準時数プラス17.5時間となっております。移行期間での外国語活動の時数増に関しては、総合的な学習の

時間の時数を振りかえることができるとされていますが、平成32年度以降は各学年とも授業時数をふやしてい

かなければなりません。 

  そのための方法につきましては、今後学校で協議し決定していくことになります。学年によって最善の方法

は異なると考えますが、朝の「長南小タイム」を活用し、モジュール的にカウントする方法や、実際にこま数

をふやす方法などが考えられます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ２つ目に、誰が授業を担当するのかということです。 

  小学校の英語を誰が教えるのか。入門期の英語指導は特別な知識と技能を必要とします。日本語と語形を異

にする英語という言語の基礎を小学生に教えるということは、大変に難しいことです。現在の忙しい小学校の

現場で実施できるのか。英語を実際に使ったこともない学級担任が外国語を担当するのではないか。英語を教

える小学校教員の人材確保や、興味を持たせていくためにどうしていくのか。英語嫌いをなくしていくために、

教員の多忙化を解消するなどの条件整備、また学習内容を精選し、創意工夫をした授業ができるような教員の

自主性の確保が必要です。ＡＬＴは英語に興味が持てない子供たちの対応に苦慮しているとも聞いております。

新しい学習内容を、主に小学校３年生から外国語活動を始めれば、落ちこぼれが多くなるとの指摘もあります。

早急に専任の教員を養成し、学校に配置することが必要です。それまでの間、退職した教員を配置することが
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必要と考えますが、どうでしょうか。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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） 誰が授業を担当するのかというご質問ですが、当然、担任が指導することに

なります。しかしながら、学級担任といえども、外国語を指導するために専門的な教育を受けてきたわけでは

ありませんので、一般的には外国語指導助手、いわゆるＡＬＴを配置し、担任とのティーム・ティーチングに

より指導をしています。 

  本町の小・中学校では、国際理解教育、情報教育の推進という施策のもと、小学校では各学級週１時間、中

学校では各学級週４時間、これは全ての英語の授業の時数になります。ＡＬＴを配置し授業を行っています。

２人で連携して指導することで、学級の児童・生徒の実態に合い、なおかつ専門的な学習指導が可能となって

おります。 

  文部科学省では、小学校に外国語指導のための教員の配置を検討しているほか、千葉県でも英語力重視での

教員採用枠を設けるなど取り組みを始めています。町としても、それらの専門教員が配置されるまでは、授業

時数がふえた後も、全ての外国語活動、外国語科の授業にＡＬＴを配置し、学習活動の充実に努力していきた

いと考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） ＡＬＴ主導で進めるとのことですけれども、教科になったとき、何がどうふえるか具

体的なイメージがまだ持てないので、漫然とした不安があるのではないでしょうか。授業はきれいな英語では

なくて、身振りなども使った伝わる英語で教えて、教員自らの見本を示すべきだとの意見もあります。専門の

教員を配置すべきだとのお答えですが、外国語科の教員が配置されるまでの間、３年後といわず、担任の教師

が不安を抱えずに教えることができるようにしていくべきだと思いますが、どうでしょうか。教員の方を養成

する、また教員の採用を考えていくべきだと考えておりますが、何人ぐらい必要なのか。お答えくださいます

よう、お願いいたします。 

○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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） ＡＬＴ主導ということではなく、ＡＬＴと担任とのティーム・ティーチング

ということでお答え申し上げました。 

  現在の小学校での外国語活動の授業ですが、コミュニケーションを図る楽しさを体験する、外国の言語や文

化について体験的に理解を深めることを目標に、担任とＡＬＴが分担し、歌や簡単なゲーム等を交えながら、

楽しく授業を行っています。 

  今後、外国語活動や外国語科の指導のための教員が配置されることも考えられますが、その際には、本町で

ＡＬＴを活用しているのと同様に、全ての外国語にかかわる授業、外国語活動と外国語科ですね、の全ての授

業に対応できるだけの配置が必要であるというふうに考えます。 

  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） 次に、教員の働き方についてであります。 

  文部科学省は、１月に教職員や生徒の負担軽減を図るため、休養日を適切に展開するように通知を出してお

ります。通知では、適切な休養日を伴わない行き過ぎた部活動は、教員、生徒とともにさまざまな無理や弊害

を生むと改めて指摘をしております。 

  中学校の部活動の現状と、文部科学省の通知に対してどう対応しておりますか。また、子供たちとの話し合

いは行っているの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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） ただいまのご質問は、部活動の過熱化等により、児童・生徒、教職員の休養

日が確保できなくなっていないかという質問のように捉えましたが、小学校では基本的に土曜日・日曜日の部

活動は実施しておりませんので、その点では問題はないかと考えます。 

  また、中学校においても、毎週月曜日をノー部活デーとして設定するとともに、テスト前３日間は部活動を

停止し、生徒や職員が他の活動や休養に充てられるよう配慮しています。 

  しかしながら、現在、教職員の抱える仕事は非常に多岐にわたり、その量も膨大です。子供が登校する日に

休みをとることは難しいため、夏休み等の長期休業日にはできるだけ休養をとってもらえるように、各学校の

管理職からも声をかけてもらっているところでございます。 

  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） 次に、教員の働き方の現状についてでございます。 

  小学校・中学校の先生は今過労死ラインで働いていて、授業準備の確保ができない多忙化に悩んでいます。

文部科学省の2016年度調査によれば、国が示す過労死ラインに相当する週60時間以上勤務は、中学校教員の

57.7％、小学校教員の33.5％に上っています。10年前と比べても、週の勤務時間は中学校で約５時間、小学校

で約４時間ふえたとあります。 

  公立小・中学校の教職員の時間外勤務は、校外実習や修学旅行など特定の４種類の業務しか認められており

ません。実際は、１日に定められている勤務時間の７時間45分が終了した後も、部活動や授業準備があります。

これらは自発的行為とされて、教員の職員給与特別措置法で時間外勤務手当は支払われておりません。かわり

に基本給の４％が毎月一律で支給されています。このため、学校現場では、勤務時間の管理が甘くなり、実際

にタイムカードなどで出退勤時間を記録している例は少ないとあります。 

  小学校でも中学校でも先生の働き方はどんな現状ですか。教員の多忙化を解消するなどの条件整備、学習内

容を精選し、創意工夫した授業ができるような教員の自主性の確保が必要と思いますが、いかがでしょうか。

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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） 近年、教員の多忙化が問題視されるようになり、昨年６月には、文科省から
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「学校現場における業務の適正化に向けて」という通知が出されました。それを受け、教員の長時間労働の改

善、子供と向き合う時間の確保、業務改善が言われるようになりました。 

  また、管理職への指導として、職員のメンタルヘルスや勤務時間の適正管理が重要視されてきております。

現在、長南町の小・中学校では、職員の勤務時間を管理するために出退勤記録簿を作成し、管理職が職員の勤

務時間を把握し、場合によっては個別に指導する体制を整えるとともに、職員一人一人が自分の勤務時間・残

業時間を把握し、自分の働き方を考えるための一つの資料として活用しております。 

  小学校においては、４校の統合という非常に困難な状況に直面した年度始めとなり、通常の児童への指導に

加え、各課題への対応等、時間外の勤務を余儀なくされたことも多々あったようです。しかし、２カ月、３カ

月と経つうちに、それらも徐々に改善されていきました。 

  今後も教育委員会としては、教職員に過度な負担を強いることがないよう、学校と協力して、教職員の業務

の適正化を図ってまいりたいと考えます。 

  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） 文部科学省の中央教育審議会では、働き方を議論する中で、タイムカードの導入や部

活動に休養日を定める提言を行っています。公立中学校の教員の57％、小学校の教員の33％が時間外勤務80時

間超の過労死ラインを超えていると指摘をされています。時間をどうしていくかは、先生だけの問題としない

で、父母や子供たちとの話し合いが必要と思います。小・中学校とも現在働き方に問題ないと考えていますか。

非正規の先生や事務職員をふやすだけでなく、先生が力を発揮できるようにすることが必要です。先生方にも

時間外労働の上限規制を設けたり、正規職員をふやすことが必要と考えています。どうでしょうか。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。 

  学校教育課主幹、佐藤 功君。 

○学校教育課主幹（佐藤 功君） 私どもも、現在の教員の業務、それから労働条件に全く問題がないとは考え

ておりません。引き続き長時間労働の改善、子供と向き合う時間の確保のために教育委員会としても学校に指

導・支援をしていきたいと考えます。 

  業務の改善に向けてはさまざまな取り組みが考えられますが、行政側としては事務の効率化を図るため、校

務支援システムの導入も視野に入れながら、今後検討してまいります。 

  また、正規職員をふやすことが必要というお考えですが、これについては全ての教育関係者が同感であると

いうふうに考えます。さまざまな業務、さまざまな児童・生徒への対応が求められる今日の教育においては、

優秀な教員の確保が何よりも重要です。教育委員会としても、今後もより多くの教員の配置に向けて努力して

まいりたいと思います。 

  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） 続きまして、国保の問題について伺います。 

  １つ目は、国保の加入状況についてです。 
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  国保の加入者は、厚生労働省の調査では、1961年開始のときは、農林水産業者44.7％、自営業者24.2％でし

た。2015年の調査では、無職の方44.1％、被用者34.1％、自営業者14.5％、農林水産業者2.5％と変わってき

ております。また、2008年度から75歳以上の方々が高齢者医療制度に移行したことも大きく影響しております。

町の加入者の割合はどうなっていますかお答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 国民健康保険の加入状況でございますが、７月末の状況で申し上げますと、

被保険者数は2,375人、世帯数は1,454世帯でございまして、被保険者の割合では、無職57.6％、被用者30.6％、

自営業者6.8％、農業者1.9％、その他不動産取得者など3.1％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） 今お聞きしたように、無職の方が全国平均よりも14％も多い。やっぱり国保には他の

医療保険に加入できない人を支えるという重要な役割があります。低所得者を対象にした医療保険制度は、日

本では生活保護の医療扶助しかありません。ここに皆保険制度の天井があるのではないでしょうか。ここには

公費負担の投入以外に道はないと思います。 

  次に、国保の加入者の平均所得について伺います。 

  国保の加入者の１人当たりの平均所得は幾らで、その人の国保税はどれくらいの割合でしょうか。平均所得

の低い国保の加入者が最も高い保険料を支払っているのではないでしょうか、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） それでは、国保の加入者１人当たりの平均所得金額につきましては77万

7,425円でございます。 

  この所得の方が納める国民健康保険税額は、２割軽減の11万9,600円となります。平均所得に占める割合は

15.38％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） 同じように、世帯当たりの保険税は幾らになっていますか。１世帯の保険税、また加

入者世帯の平均所得、それに対して国保税はどうでしょうか。平成16年度の10年前には１人当たり５万6,347

円、世帯当たり11万4,500円でした。 

  また、所得金額別に国保税、介護保険料、町民税の３税を合計すると、税金の何％を支払っていることにな

りますか。お答えください。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） まず初めに、世帯当たりの保険税は幾らかということで、１世帯当たりの平

均保険税額は16万7,000円でございます。夫婦と子供２人の世帯の場合、平均所得金額は126万9,866円となり
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まして、この世帯が納める保険税は５割軽減の21万6,100円でございます。 

  次に、所得金額別の国保税、介護保険料、町県民税の３税等の合計額及びその割合でございますが、前提条

件として、納税義務者に所得があり、配偶者を扶養している65歳の夫婦２人世帯を例にいたします。所得金額

が100万円の場合では、国保税額は２割軽減の対象となりまして14万9,200円、３税等の合計額では29万1,400

円、所得に占める割合は29.14％となります。所得金額200万円では、国保税額は27万5,600円、３税等の合計

では56万5,600円、所得に占める割合は28.28％となります。所得金額300万円では、国保税額は38万2,600円、

３税等の合計では78万7,500円、所得に占める割合は26.25％でございます。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 平成16年には１人当たり５万6,000円が11万9,000円に、また世帯当たり11万4,500円

が16万7,000円とのことです。１人当たりは2.17倍に、世帯当たりは1.46倍になっています。所得別では、国

保税、介護保険料、町税合わせて、所得金額100万円の世帯では29万1,400円、29.14％、200万円では56万

5,600円、28.28％、300万円では78万7,500円、26.25％と、所得の低いほど負担はふえています。100万円の所

得の方は約３割の負担となっています。 

  広島市では、直近３カ月の収入が、生活保護基準の110％未満は免除しており、130％未満は減額にしており

ます。国保の被保険者は29万人で、減額の免除額は7,300万円で、一般会計から繰り入れをしております。 

  このように基準を見直してはどうでしょうか。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） 本町では、税負担の公平性の観点から法定外繰り入れを行う考えはございま

せん。また、生活保護基準をベースとした負担の見直しも考えておりません。しかしながら、生活が困難な低

所得者に対しては保険税の減免規定に基づき対応をしております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 次に、国保税の徴収の取り組みについて伺います。 

  ８月８日の千葉県国保運営委員会で、2016年の平均収納率は89.99％ありながら、収納率の目標値を平成35

年度末までに、人口１万人未満は95.43％、１万人から５万人は93.02％、５万人から10万人は90.5％、10万人

以上は90.39％の４段階にする予定です。ただし、中間年度の平成32年度までの目標数値は93.84％と設定をさ

れております。収納率95％を達成している自治体は長柄町だけです。過去３年間の長南町の収納率と比べて、

千葉県国保運営委員会が出した目標値と比べてどうですか。お答えください。 

  また、町の平均収納率からして高く設定されていると思いますが、どうでしょうか。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） 国民健康保険は、ご承知のとおり、国民皆保険制度を守る最後のとりでであ

りまして、保険税は医療費の負担を支え合う大切な財源でございますので、多くの納税者は期限内納付でござ
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いますが、中には滞納となってしまう方がおります。 

  町では徴収率向上のために、徴収対策等基本方針を定めまして、新規滞納者の発生を防ぐことに重点を置き、

11月、12月、出納整理期間の４月、５月を徴収対策強化月間と定め、集中的に各世帯を訪問し、納付催告を実

施しております。 

  また、保険証の一斉切りかえ時の７月及び短期保険証の更新時期には、財産調査結果に基づき生活実態を細

かく聞き取りながら納税相談を行っております。その際、一括納付できない場合は分割納付誓約書を提出して

いただきまして、不履行となれば、直ちに状況確認を行っております。また、財産を発見した場合は差し押さ

えを速やかに実施しております。 

  納税相談や財産調査を行う中で、生活保護者と同等の場合や差し押さえ禁止事項に該当する場合など、滞納

処分をすることで生活を著しく窮迫するおそれがあるなどの理由があるときには執行停止をし、その後３年間

の担税力調査を行う中で、状況が変わらないときは、やむを得ず不納欠損処分をいたしております。 

  滞納となるケースは、低所得者でかつ高齢者が多い状況ですので、生活保護担当や包括支援センターなどと

連携を図りまして、また準要保護家庭への就学支援制度の案内や厚生労働省の若者就労事業への案内など、滞

納者の生活再建と徴収の両立を推し進めているところでございます。 

  このようなことから、平成28年度国保税の現年度分の徴収率にいたしましては94.47％でございまして、県

下３位でございます。 

  平成30年度からの都道府県化における目標徴収率は、平成32年度までは93.84％ですから、過去３年間の平

均においても、既に長南町はそれ以上の94％台でありますので、問題はございませんが、平成33年度からの目

標値が95.43％となりますと、さらなる徴収努力が必要となります。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 関連してですけれども、国保税の国からの、この問題についてのペナルティーという

のはあるのでしょうか。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） 徴収率が低くなった場合には、保険者努力支援制度に徴収率の向上の取り組

みがございます。その達成状況によって特別調整交付金の配分に影響が生じることとなります。 

  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） 次に、国保都道府県化に伴う保険者努力の支援制度の取り組みについてであります。 

  保険者の努力支援制度として歯周病検診、地域包括ケアの推進、がん検診受診率、後発医薬品の促進、デー

タヘルス計画の取り組み、特定健診の受診率、メタボリックシンドローム該当者及び予備軍の健診率、重症化

予防の取り組み、収納率の向上などを点数化しました。最高で345点です。千葉県は、収納率が悪く、188.3点

で、全国平均を下回っています。県内の点数は、旭市287点で最も高く、酒々井町が106点で最下位とのことで

した。長南町は何点で、県内何番目でしょうか。 
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  また、後発医薬品などの取り組みも点数化して評価に加えることに対してどう考えておりますか。お答えく

ださい。 

○議長（板倉正勝君） ただいまの質問に対して答弁を求めます。 

  税務住民課長、仁茂田宏子君。 

○税務住民課長（仁茂田宏子君） 平成27年５月に成立しました持続可能な医療保険制度を構築するための国民

健康保険法等の一部を改正する法律に基づく平成30年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、保険者機能

の役割を発揮し、財政基盤を強化するために、17項目の指標を定めた保険者努力支援制度が、平成27年度から

前倒しで実施されております。この17項目の指標を点数化し、特別交付金の算定基礎とするもので、長南町の

平成28年度前倒し分の点数につきましては345点中167点でございまして、県内37位となっております。 

  この指標には、和田議員さんがおっしゃられました収納率の向上や後発医薬品の使用促進、特定健診及びが

ん検診の受診率の向上や、糖尿病等の重症化予防、健康づくりの取り組みなどがございます。この取り組み状

況が点数化され、交付金に反映されますので、町としても実施が可能な指標から取り組んでいるところでござ

います。 

  また、保険者努力支援制度の実施に当たりましては、医療費の適正化を推進するために、項目を点数化し評

価することは、実施内容を数値に置きかえて判断基準を見える化し評価しますので、限られた特別交付金を適

正に配分するためには必要なことだと考えております。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） この事業を進めていくためには、住民課と保健福祉課が力を合わせていく必要があり

ます。そこに欠かせないのが保健師の役割です。保健師をふやしていく考えはあるでしょうか。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） まずは、保健師の配置状況等を申し上げます。 

  保健福祉課の健康管理係に２人、包括支援センターに１人配置されておりまして、健診や各種事業を実施す

る際にはスポット的に非常勤で保健師及び看護師を雇用しております。 

  この状況の中、新たな保険者努力支援制度の指標17項目のうち、糖尿病等の重症化予防や重複服薬者に対す

る取り組みなど13項目については、保健師が積極的にかかわる取り組みとなりますので、保健福祉課と税務住

民課が連携し、現行体制で実施が可能な指標から取り組んでまいります。 

  以上でございます。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 町の役割として、医療抑制という観点で住民の実態把握を推し進めるとともに、住民

参加の手だてを講じてもらいたいと思います。それには、地域包括ケアシステムの構築などが急がれておりま

す。 

  最後に、国庫負担のさらなる拡充についてお尋ねをいたします。 
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  1984年の法改正によって、国庫負担が削減され、それ以降も事務費の国庫負担の廃止など、削減を続けた結

果、国保の総収入に占める国庫負担の割合は、1980年代の約50％から現在では25％と半分に減っております。

国庫負担を減らした分は、国保加入者と自治体に転換されるという構造が計画されてきております。国は、制

度改革と言いながら、国民の健康を侵しております。国庫負担のさらなる拡充が必要と思いますが、いかがで

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。 

  町長、平野貞夫君。 

○町長（平野貞夫君） 国庫負担に関するご質問ですけれども、申すまでもなく、国民健康保険は1958年の国民

健康保険法によって健康で文化的な最低限度の生活を保障する日本国憲法第25条を医療面で具現化し、国民皆

保険制度を実現するものとして制度化されたものでございますが、国民健康保険には被用者保険の事業主負担

に当たるものがないために、国が国庫負担を定め、平成30年度からの都道府県化に当たりましては、保険者努

力支援制度の拡充などの財政支援を1,700億円程度増額するとしております。財政基盤の強化を図るとともに、

保険税の伸びの抑制などの負担軽減につなげて、保険税を納めやすい環境を全体として整えるということにし

ています。 

  議員さんが危惧しておられます低所得者や生活困窮者への手当につきましては、災害や失業など減免の規定

を設け、その財源を国も負担するなど、低所得者に配慮した対応となっているところであります。 

  町としても、国保財政の安定化を図りながら運営してまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） 12番、和田和夫君。 

○１２番（和田和夫君） 以上で質問を終わります。 

○議長（板倉正勝君） これで12番、和田和夫君の一般質問は終わりました。 

  ここで暫時休憩といたします。再開につきましては２時15分を予定しております。 

（午後 １時５９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１６分） 

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

◇ 岩 瀬 康 陽 君 

○議長（板倉正勝君） 次に、１番、岩瀬康陽君。 

〔１番 岩瀬康陽君質問席〕 

○１番（岩瀬康陽君） 本日最後の質問者になります１番議員の岩瀬でございます。 

  議長のお許しをいただきましたので、通告に従い質問させていただきます。本日は初日ということで、執行

部の皆さんも気力が恐らく充実していらっしゃると思いますので、私と建設的な議論をし、答弁をお願いでき

ればと思います。 

  それでは、初めに、観光振興について伺います。 
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  皆さんもご存じのとおり、我が国は少子・高齢化が進んでいまして、国内市場が縮小傾向にあります。それ

が、我が国の経済成長の足かせになっていると言われております。これで、国は国内市場がこういう縮小する

中で、経済成長の柱として、来日外国人、いわゆるインバウンドの増加による観光業の育成、こちらを目指し

て、さまざまな施策に取り組んでおりまして、オリンピックの年、2020年には4,000万人ですか、それから

2030年には6,000万人にふやすのだと、そう意気込んでおります。観光庁によりますと、本年上半期、６月ま

でですけれども、昨年と比べまして約17.4％増の1,400万人近くが観光客として来日しておりまして、過去最

高を記録しているということでございます。2020年に4,000万人という数字は、私も皆さんも、非常に難しい

数字ではないかと思っておりましたけれども、このデータを見る限り、こなしていけるのかなと私も思ってき

ました。 

  それで、経済面、こちらは非常に大事なのですけれども、食事、お土産、それから宿泊ですか、そういう旅

行消費額が、初めて、半年で２兆円を突破したと言われております。 

  このように、観光業というのは自動車産業と同じで裾野が広いのです。小売り、飲食、運搬、それから宿泊、

これから有力な成長産業だと私も思います。 

  本町におきましても、中山間地域等なのですけれども、今後、自治体経済の牽引役としても大いに期待して

いいのではないかと私思います。ゴールデンルートの東京、京都、そういうものだけではなくて、この本町に

おいても何らかの形でこの観光に取り組んでいく必要があるのかなと、私は思います。そのため、現在、本町

も27年ですか、策定した総合戦略において、県のアンテナショップ、それから野見金公園の休憩所の整備、そ

してイベントの開催等々、さまざまな施策に取り組んで、観光客の誘致また増大、そういうものに努めて、そ

れなりの成果を上げていると思います。 

  そこで伺いますけれども、「ぐるっと長南花めぐり」、これは長南町農林業生産組合等連絡協議会と町、そ

して紅花を育てる会の３団体の共催で行っておりますけれども、過去３年における入り込み客数の推移と町の

負担額及びどれくらいの効果があった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。 

  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ます。 

  「ぐるっと長南花めぐり」の過去の３年間の入り込み客数でございますけれども、会場となっている３カ所

の合計でございますが、平成27年度は7,000人、平成28年度が8,000人、今年度は周知、宣伝の効果もありまし

て１万9,000人と増加している状況でございます。 

  また、町の負担額、支出額となりますけれども、野見金公園と熊野の清水公園の２カ所で開催するイベント

の経費でございます。出演者の交渉、消耗品、バス借上料などで、平成27年度は97万4,000円、平成28年度は

114万4,000円、今年度は110万2,000円となっているところでございます。 

  効果については、この３カ所の会場に来ていただいた方々には、町の特徴であります景観や清水などの自然

環境のすばらしさ、また花の持つ美しさを感じていただけたと思っております。また、熊野の清水、べに花の

歴史にも触れていただいたこと、さらには、農産物などの特産品のＰＲができたことなど、来場者数が年々増

加していることからも、町の知名度アップや町の魅力発信につながっているものと考えております。 
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  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） そうですか、それでは、宣伝の効果で27年と28年がふえてきて、今年は１万9,000人と

いうことですから、約2.7倍ですか、そのくらいにふえたということでいいことだと思います。私も今年でし

たっけ、アンテナショップで町の展示をやったのですけれども、そのときたまたま隣に他市町村が出ていまし

て、私が行ったときに、長南町ってどこだいというふうに聞かれて、何だというふうにがっかりしたときもあ

るのですけれども、このように取り組んでいけば、恐らく町の知名度も上がって、観光客もふえてくれると思

います。 

  それと、もう一つ、ちょっと残念なのは、これ町外からの入り込み客ですか、この人数等がまだ把握できな

いこと、それと、経済効果ということを私ちょっと聞きたかったのですけれども、そちらのほうの消費額等も

調べていないということで残念ですけれども、今後、もしできるのであれば、そういうものも調べておいてい

ただければなと思います。 

  いずれにいたしましても、この「ぐるっと長南花めぐり」は町の一大イベントとして定着していけると思い

ます。今後、さらに入り込み客の増加を図っていくには、役場職員が企画から設営、送迎バスの運行管理にか

かわっているのではなくて、もっとやはり民間の経営感覚を取り入れて内容を充実させていくことが肝要では

ないかと私は思います。 

  そこで伺います。本イベントは、企画段階から協働して柔軟かつ積極的な事業運営が可能となり、入り込み

客数や物品販売の増加などの相乗効果が期待できる実行委員会、これを関係団体等で組織して実施すべきと考

えますけれども、お考えをお聞かせください。 

○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。 

  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ます。 

  現在の「ぐるっと長南花めぐり」については、ＮＰＯ紅花を育てる会、農林業生産組合等連絡協議会、長南

町、この３団体の共催により事業を実施しているところでございます。 

  実行委員会を設置するということは、事業の企画段階から各団体の意見を出し合いながら進めることになり

ますので、お互いに適切な協働関係を築くということができると思います。 

  今後は、新たに町の観光協会も事業の運営に加わっていただくことをお願いし、ご提案のように、本イベン

トの関係団体にて実行委員会を組織することから検討してまいりたいと考えております。 

  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） 初めて意見が一致したような気もします。前向きな答弁をいただきましてうれしい限り

でございます。ぜひ、関係団体と、いろいろと必要性とか有効性を説明して理解を得ていただき、努力してい

ただければと思います。 

  いずれにしましても、本イベントが広く周知されて、観光客が増加して、町の代表イベントに育って、長南

町といえば「ぐるっと長南花めぐり」だと、そう呼ばれるようになっていただければなと思います。何といい
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ましても、観光客が増加するということは、先ほどの答弁の中にもありましたけれども、町の魅力が伝わって

いくということが考えられます。そうすれば、多少なりとも移住者がひょっとしたらふえると、そういうふう

な可能性も高まると思います。民間の調査機関なんかによりますと、過疎地の大体４割ぐらいで人口の１％程

度の移住者をふやしていければ、そんな大幅な人口減にはならないと、そういうふうな試算も出ておりますが、

ぜひ努力していただきたいと思います。 

  それと、先ほども申しましたとおり、観光業は非常に裾野が広く、また有力な成長産業です。本町には豊か

な自然が残り、しかも名刹、そしてゴルフ場があります。そして、何といっても圏央道、いわゆる高速道路網、

ネットワーク、そういうものが整備されまして、都心から約１時間弱、そして日本の空の玄関である成田、羽

田、こちらの空港にも非常に至近距離にあります。そういうふうに条件、これ観光業に非常に適しているのじ

ゃないかと私は思います。今後、本町も少子・高齢化、人口減少、労働力人口は減っていきまして、財政基盤

が弱体化、これが必ず訪れます。そういう中で、今後の観光業、これはやはり１つの成長産業にしていかなけ

ればいけないのじゃないかと思っております。このためにも、本町の多様な関係者、たくさんのやはり観光業

に関連する方が、ちょっとさっと考えただけでもいると思います。町そして関係の団体と連携しながら、町に

息づく暮らし、それから自然、歴史、文化、そういうものに係りまして、町の幅広い資源を最大限活用する。

そして観光振興に取り組む組織を設立していくことが必要になります。 

  そこで伺いますけれども、さらなる訪日外国人を含めた観光客を増加させて町を活性化するため、役場、観

光協会、地元企業が協力して観光振興に取り組む、日本版ＤＭＯ、これは観光地経営組織といいますけれども、

これを設立していくべきではないでしょうか。お考えをお聞かせください。 

○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。 

  産業振興課長、岩﨑 彰君。 

○産業振興課長（岩﨑 彰君） お答えをいたします。 

  日本版ＤＭＯ制度は、第１次産業から第３次産業まで、あらゆる産業と住民と行政とが一体となって観光客

をもてなす仕組みを地域全体でつくろうとするもので、候補となり得る法人を観光庁に登録することとなって

おります。 

  現在、この制度による法人登録の状況は、全国で157件、うち千葉県内では鴨川市内の法人１件が登録され

ているという状況でございます。 

  本町の場合は、観光施設や宿泊または特産品の生産業者など、本制度に連携する関係機関が少ない状況であ

りますことから、本町単独でこの法人の設立は難しいのではないかと考えます。 

  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） ちょっとがっかりした答弁なのですけれども、たしか今県内、このＤＭＯ法人登録され

ているのは鴨川市だけです。しかし、今、県内の他市町でもいろいろな動きが出ております。その中でも銚子

市、これは宿泊者が少ないということで、やはり観光協会と市がメーンになってこの法人登録に向かっており

ます。また柏市、これは道の駅を中心にやはり法人の登録を考えています。そのほか木更津市、そして鋸南町

ですか、鋸南町は例の保田小学校、それをメーンに考えて法人登録に向けて今さまざまな取り組みを行って準
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備を進めているところだと聞いております。 

  本町、確かに観光資源、それから関連業者は少ないと恐らく感じられると思います。だから、町単独では難

しいということですが、先ほども申しましたとおり、掘り下げてみると結構関連事業者も多いのではないでし

ょうか。例えば自然が豊かですから農業も盛んです。そういう中で、例えば農業生産法人だってあります。そ

れから運輸だって小湊バスとかあります。そういうものを考えていった場合、少ないのじゃなくて探せていな

いのじゃないかと私は思っています。それから、やはりわからない、発掘できていない観光資源、これもある

と思うのです。今インスタグラムとか何かで盛んに取り上げられている君津市の滝だか何かですか、私忘れま

したけれども、そういうものもやはり突然、探されて出てくるものなのですね。やはり地元の人間がわからな

くても、ほかから来た人が、これってすごいじゃないの、そういうふうに感銘を受けるということを、本町も

まだまだ探せばあるのではないかと思います。 

  それと、宿泊施設や何かと言われていますけれども、来春には、住宅宿泊事業法、民泊新法といいますが、

施行されまして、一般の住宅等で県に登録すれば宿泊事業が営めるようになります。そういうものからも、あ

る程度の観光インフラ、これは恐らく整備が可能ではないのかと思います。この観光地経営組織、このものに

登録することによって、いろいろな国からの支援ございます。補助金、それから観光アドバイザーの派遣、そ

ういうものもありますので、やはりここに取り組んでいくのがいいのかと思います。 

  そこで伺いますけれども、町単独での設立が難しいならば、旅行商品と観光戦略等の企画、立案化が多様化

でき、より多くの観光客の集客が可能となる長生郡市の自治体、または市原市や大多喜町との日本版地域連携

観光地経営組織を設立すべきと考えますけれども、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） それでは、ご質問にお答えいたします。 

  本制度に登録できる区分が３つございまして、広域連携ＤＭＯ、地域連携ＤＭＯ、今お話があったＤＭＯで

す。それから地域ＤＭＯの３つの区分がございます。２つ目の複数の地方公共団体にまたがる区域を一体とし

た観光地づくりを行っていく、これが今ご提案のあった地域連携ＤＭＯを組織するということがよいのではな

いかと考えております。 

  このようなことから、現在、広域的な連携のもと、観光資源の活性化、地域経済の振興を図ることを目的に

活動しております長生郡市内の観光協会で組織しております長生地域観光連盟、または、本町も会員ですけれ

ども、市原市、勝浦市など10の市町村で組織しております中房総観光ネットワーク協議会などが連携し、この

日本版ＤＭＯを設立することができないか、これらの組織の担当者会議などで、また勉強会とか、研究会を開

催して、検討をしていくのがよいのではないかと考えますので、本町から両組織に提案していきたいと考えま

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） それでは、町もこの組織の必要性は認めていると、認識していると、そういうふうに解

釈しましたので、ぜひこの２つの団体に提案して、設立に向けて皆さんで協議検討していただきたいと思いま
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す。 

  それと、やはり広範囲になりますので、もし、話がまとまらないようなことがあれば、隣接している市・町、

そちらともまた設立を考えてみたらどうかと思います。ぜひ設立していただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

  それでは、次の質問に移らせていただきます。 

  人口減少を見据えたまちづくりについてに入ります。 

  皆さんもご承知のとおり、現在、国を挙げて地方創生に取り組んでおります。少子・高齢化、人口減少、こ

れ加速して、地方では消滅する、そういう集落も出ております。幾つかの例を紹介しますと、人口減少率が一

番高い秋田県。この秋田県になまはげで有名な男鹿市がございます。その男鹿市の148の集落のうち、もう既

に４割が消滅しているということです。また、高知県北川村、ここも102の集落があったらしいのですけれど

も、これがこの４月にまた消滅しちゃっているということです。国の調査によりますと、2010年以降に日本で

消滅した集落、これが何と190あるのだそうです。また、こういう消滅するだけじゃなくて、奈良県十津川村、

これ人口減少率が46番目ですか、ここですね、人口約3,500人しかいないのですけれども、面積は東京23区と

同じ、約621平方キロ、本町の約10倍近くですか、そのような人口密度になっておりまして、予算の関係上、

道路・橋、こういうものの維持が困難になってきておりまして、廃止するというふうに表明しておりまして、

物議を今醸しております。 

  このように、人口減少が進展しますと、道路の存続、集落の存続、また道路・橋、そういうものの維持が非

常に困難になります。ひいては、町の存続自体がこのように危ぶまれていく。そういう中で、やっぱり予想さ

れる人口規模に合わせて町の再編、これが必要となってくるのではないかと思います。本町も人口減少が進ん

できて空き家がかなりふえておりまして、多くの住民の方が、今後の集落のあり方について非常に不安視して

おるところであります。私の集落もそうなのですけれども、あと10年たったらどうなるのだよと、そういうふ

うなことがよく話題になります。 

  そこで伺いますが、本町は、2015年に策定した人口ビジョンと総合戦略において、2040年の目標人口を

5,500人、今よりも2,800人少ないのですけれども、これを目標人口にしております。この目標人口に合わせた

町や集落の再編を考えているのでしょうか。また、考えているのならば、その内容をお聞かせください。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今の岩瀬議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

  まさしくおっしゃるとおり、現在、日本全国どこでも超高齢化社会を迎えようとしている中、国においては

戦後７番目となる国土計画、対流促進型・国土形成計画を位置づけまして、その特色は、国土のグランドデザ

イン2050を踏まえまして、１点目としましては、本格的な人口減少社会に初めて正面から取り組む、２点目と

いたしまして、地域の個性を重視いたしまして、地方創生を実現していく、３点目として、イノベーションを

起こして経済成長を支える点となっております。その基本コンセプトの中心は、いわゆる人口減少に立ち向か

うという、その地域構造をコンパクト、それとネットワーク、その２つをキーワードとして推進していって、

特にこの人口減少、高齢化が進みます過疎地域等におきましては、基幹集落に生活機能等を集めた、いわゆる
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小さな拠点を核とした、周辺集落とのアクセス手段を確保した集落再生・活性化を図ることとされております。 

  さらに、まち・ひと・しごと創生総合戦略の2015の改訂版におきましては、主な重要業績評価指標、いわゆ

るＫＰＩとして、2020年までにはこの小さな拠点を全国で1,000カ所、地域運営組織を全国で3,000団体を形成

するなどの目標が掲げられております。また、この小さな拠点形成のための地方創生関連をはじめとした財政

的支援等もございます。 

  このようなことから、本町としましても、今後、集落の小規模化、高齢化が一層進展し、住民の生活の安

全・安心への不安が高まるなど、非常に厳しい課題があることから、国がお示しした方向性に基づきましてコ

ンパクト化・ネットワーク化に取り組んでいきたいというふうに思っております。 

  基本的方向性といたしましては、コンパクト化、いわゆる集約していくことについては、主要な幹線道路沿

いでの公共施設や医療機関などを基軸（拠点）といたしまして、隣接するエリアに住民生活を支える環境を民

間企業が基本的に整備してまいると、また逆に、生活環境が整っているエリアには、町が公共施設等を建設す

ることなどを考えております。 

  ネットワーク化につきましては、昨年度策定いたしました地域公共交通網形成計画に基づきまして、存続さ

せた巡回バス及びデマンド乗合タクシーの利用を考えております。今年度におきましては、デマンド乗合タク

シーの運行時間を１時間延長いたしまして、巡回バスについては運行経路等を見直しまして、来年の１月４日

から実証実験を予定しております。 

  集落の再編につきましては、なれ親しんだ、あるいは住みなれたところを離れて全く新しい集落に―今

言ったところの限界集落等、そういったところが対応になると思うのですけれども、そういったところに集団

移転等をするというのはなかなか難しいところもあると思います。また、仮にこの拠点周辺に集落を再編した

場合には、将来的には農地・森林の保全、これが持つ、いわゆる多面的機能の低下による災害、有害鳥獣の被

害等の増加等も見込まれると思います。したがいまして、現時点では、すぐには集落の再編等は考えておりま

せんけれども、長期的な視点に立った場合には、病院など社会的インフラ整備、そういったもののネットワー

クの構築化などを図りつつ、必要であるものというふうに認識しております。 

  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） そうですか、それでは、やはり基本的には主要幹線道路沿いと、それから生活環境が整

備されているところ、そういう地区へのコンパクト化、集約化を進めていくと。各既存の集落については巡回

バスとかデマンドタクシーという公共交通でもってネットワーク化を図っていくという、そういう考えでよろ

しいのですね。 

  私もですね、本町が自立して存続していくためには、このコンパクト化というのは非常に難しくて、長期計

画を立てなければできない、また住民の理解が得られなければできないと、そういうふうだと思っております。

ぜひ、この再編計画を策定して、官民の協働ですね、そういうものに取り組んでいっていただければなと思い

ます。 

  それと、集落の再編、これ確かに難しい面が多々予想されます。でも、こちらも人口減少が進展する町を健

全に維持していくためには喫緊の課題と捉えるべきではないかと私は思います。これはまた後ほど質問させて
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いただくとして、次の要旨の②に入らせてもらいます。 

  町の再編の基本的な方向はコンパクト化ということでありますけれども、コンパクト化の先進地であります

富山市とか、また熊本市、これは都市再生特別措置法が2014年に改正されて、国からの支援などを受けられる

立地適正化計画を、そういう市では策定しまして、住民や企業にいわゆるインセンティブ、動機づけですね、

そういうものを与えて、事業に取り組んでいます。 

  そこで伺いますけれども、この立地適正化計画、いわゆる居住誘導区域などを定めるのですけれども、この

立地適正化計画を策定して、目標人口に整合するコンパクトなまちづくりを進めるべきと考えますけれども、

お考えをお聞かせください。 

○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。 

  建設環境課長、唐鎌伸康君。 

○建設環境課長（唐鎌伸康君） 今、議員さんより立地適正化計画を策定して、コンパクトな町づくりを進める

べきではないかというご質問がありましたので、お答えしたいと思います。 

  ご質問の立地適正化計画は、都市再生特別措置法の改正により立地適正化制度が創設されまして、計画は市

町村が策定できることとなっております。 

  この立地適正化計画は、市街化区域等の中に住宅誘導区域を定め、またその中に都市機能誘導区域を定める

必要がございます。 

  しかし、本町の場合、人口は減少傾向にあり、今後その傾向は継続すると予想され、急激な、無秩序な市街

化の進行が現在見られないということから、市街化区域等の区域区分のない非線引きの都市計画区域でござい

ます。また、用途地域も定めていないところでございます。 

  このことから、立地適正化計画の策定は現在のところ、本町の場合、制度に適用できず、なじまないと認識

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） 本町の都市計画区域は、ここに持っていますけれども、確かに市街化区域とか調整区域

のない非線引き都市計画でありますので、用途地域もないということでなじまないと、そういうことですので、

残念だと思います。法的にこういう地域を決めて、住宅とか都市機能を誘導できればよかったのですけれども、

わかりました。 

  それでは、先ほどの答弁で集落の再編の必要性は認識しているが、現時点では考えていないとのことでした

が、目標人口まで人口減少が進めば、財政基盤の弱体化に加えて規模の経済性が弱まります。現在、本町の人

口密度、１平方キロ当たり126人で、世帯数が3,181世帯。これが2040年になると、人口密度が42人減って84人、

それから世帯数が、これ私の試算ですけれども、約1,000世帯ぐらい減って2,100世帯近くになるのじゃないか

と思われます。このように、人口密度と世帯数が減る中で、公共交通、デマンドタクシーとか巡回バスによる

ネットワーク化を図っても、集落の再編に今から取り組んでいかなければ、今後も膨大な町道、これが393キ

ロ、それから下水道、これが約64キロ、それからガス管、これが約252キロ等々の社会インフラ、これは多額

の経費をかけて維持管理を将来にわたって行っていくことになります。こうなってきますと、行政コストが高
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まります。ひいては、行政サービスの低下と地域集落の維持が困難になることは、先ほどの例からも明白だと

私は思います。これを防ぐためには、先ほどの農地・山林の保全等の問題もありますけれども、やはり集落の

再編には取り組んで、町の再編とあわせて取り組んでいく、いや、取り組んでいかなければいけないのかなと

私は思います。 

  そこで伺いますけれども、地域集落の維持と行政サービスの低下を来さないよう、町の再編とあわせて合併

等も含めた集落の再編を行うべきではないのか、またあわせて道路・下水道などの公共施設の再編も行うべき

と思いますけれども、お考えをお聞かせください。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） それでは、岩瀬議員さんのご質問にお答えしたいと思います。 

  本町の生活圏・経済圏の中心は、マクロ的に見れば茂原市が中心で長生郡市一体と。しかし、ミクロ的に生

活圏域というふうに捉えた場合、いわゆる隣接市町村、睦沢町であったり大多喜町、そういった方々もいると

思われます。本町は郡内では面積が２番目に広いということで、この４地区合併、長南町の成り立ち、長南地

区、豊栄地区、西、東というような、それぞれに軸となる拠点を位置づけて、公平にコンパクトな町づくりと

いうものもしていくことも一つの手法であると思います。 

  また、一方で、極端に人口減少が加速度的にどんどん進んでいったとすれば、長生郡市における生活圏域・

経済圏域で捉えれば、また長生郡市全体の合併論議とか、そういったものにも波及してくる可能性も一概には

否定することができません。とはいうものの、まずこれからの長南町、生き残るために単体で考えいくという

ものが非常に大事だというふうに捉えております。長期的な視点に立った場合にはそういった生活圏域、市場

マーケットが縮小化していく傾向が大きいということは認めざるを得ない。町内の人口を確保する、歯どめを

かけるというのをできるだけ抑制していかなくてはいけません。したがって、先ほど答弁しましたとおり、基

本的にはコンパクト化・ネットワーク化を主眼といたしまして取り組んでいく考えでございます。その具体的

な再編方法については、人口減少あるいは超高齢化社会あるいはそれぞれの地理的特性、そういったものを十

分配慮いたしまして、例えば４地区の合併を踏まえた経緯もありますので、４地区はまた余り分散させない、

一つの長南町という視点に立脚して、現在ある役場地域周辺を一つのゾーンというふうな捉え方もできると思

います。 

  公共施設の再編については、現在、長南町10カ年財政計画に基づき、折しも役場の本庁舎あるいは町中央公

民館などを中心に、約40年以上たっているというようなことから、建てかえ等を視野に入れた検討に今年度か

ら入っております。 

  そのような中で、「まち・ひと・しごと総合戦略」、あるいは議員さんのおっしゃった将来予測の人口ビジ

ョンなどを踏まえまして、商店、スーパー等の今後のあり方、集会所、公共施設等の維持困難など、集落の生

活環境の低下・悪化が進んでいく中で、いわゆる先手先手でこの戦略構想を見据えていかなければならないと

思います。生活環境のサービスが、住民に最低限維持、提供できるような、また複合施設なども視野に入れま

して、いわゆる持続可能な地域づくりとあわせて、小さいからこそできる、地域を新たにつなぐことでの地域

再生、そういったものを念頭に置いて、具体的にはその指標となる長南町10カ年財政計画、そういった諸計画
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に基づきまして、総合的に検討していきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（板倉正勝君） １番、岩瀬康陽君。 

○１番（岩瀬康陽君） 大まかな町のつくり方はわかったのですけれども、集落の再編というものについては、

今時点では取り組んでいくことはないということで捉えてよろしいのでしょうか。あくまでも小さな拠点の作

成を急いでいって、集落の再編はそれ以降ということでよろしいのですか。その辺を答弁願えますか。 

○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。 

  企画政策課長、田中英司君。 

○企画政策課長（田中英司君） 今まさしく岩瀬議員さんがおっしゃったとおり、まず、小さな拠点の構想、そ

れから集落の再編、議員さんがおっしゃったとおり、その捉え方という集落、長南町は地形的に谷津谷津にい

ろいろと入り込んでいる。そういったものの基礎的データと申しますか、そういったものの状況をもう少し見

きわめながら、役場を中心とした小さな拠点のゾーンといったものでまずは取り組んでいかなければならない

ということで、現時点では考えております。 

  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） 考え方は私もわかりました。集落の再編、これは自分の住みなれたところからほかのと

ころに住居を移すわけですから、確かに非常に難しいと思われます。しかし、先ほども申しましたとおり、ま

た本町の存続維持のためには、そういうものも、長期視点に立った中で計画を策定していくことが必要ではな

いかと私は思っています。いずれにしましても、山林等については、今国のほうも動きがあります。山という

のは多面的な公益的な機能を有しておりまして、山林の保全ですか、こういうものは所有者にかわって自治体

が行う、こういうことも今検討されています。また、今情報通信技術、この発達は非常に目覚ましいものがご

ざいまして、農業についても自動化・無人化、そういうものも検討されています。こういう社会情勢が、10年、

20年先には必ず変わっていくと。そしてやっぱりこの活力のある町を維持していくためには、町と集落の再編、

これは一緒に取り組んでいかなければいけないのではないか、不可欠ではないかと私は思いますので、再度熟

考していただいて、長期計画を持って一緒に取り組むよう希求して、私の質問を終わりにします。 

○議長（板倉正勝君） これで１番、岩瀬康陽君の一般質問は終わりました。 

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

◎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。 

  明日は午前10時から会議を開きます。 

  本日はこれで散会とします。 

  どうもご苦労さまでした。 

（午後 ３時０５分） 

 


